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LA REVUO ORIENTA
論文

DEVI ĉ POVI
(VIII Elm. Verboj] (8) POVI. IL Ossaka 丁

B POVI

1. Kapablo. Li povas bone ludi.
2. Nekapablo. Ŝi ne povas ludi.

3. Permeso. Vi povas iri ludi.
4. Ebleco. Li povas esti lerta.
5. Certeco. Li ne povas esti lerta.

1. 彼はよく演ずることが出來る。

2. 彼女は演ずることが出來ぬ。

3. お前は遊びに行ってもよい。

4. 彼は上手かも知れん。

5. 彼は上手な筈はない。

Ago Simpla kaj Ago de Kapablo.
(1) Mi audas la bruon.
(2) Mi aŭskultas al lia parolo.

• (l)響が聞こえる。

(2)彼の演說を聽いてゐる。

•(1) montras: La bruo atingas min kaj 
al nii estas eble ĝin aŭdi, kaj tiel,,aŭdi" 
ĉi tie estas verbo montranta agon en mia 
kapableco („ Ago de Kapablo ")• Se mi 
estus, ekzemple, surda aŭ malsana je la 
oreloj, mi ne povus aŭdi (percepti), ĉar 
”aŭdi" estas tiam ekster mia kapableco.

(2) montras: Mi turnas en la nuna 
momento mian atenton (hŭ mia volo: 
Verbo de volo) al lia parolado por ĝin aŭdi 
kaj kompreni. Do „ aŭskulti" ĉi tie estas 
simpla ago en tiu (la nuna) momento 
(-„ Ago Simpla ")• • •

Verboj tiel montras jen Agon Simplan, 
jen Agon de Kapablo (aŭ Kutimo, ĉar se 

oni kapablas, oni tiel ofte kutimas fari.)
(3) Li bone parolas en Esperanto.
(4) Li nun parolas en Esperanto・ 
:(3) Esp.を善く話します。

(4) Espで今話してゐる。

„ Parolas" en (3) montras kapablecon, 
ĉar nur tiu parolas bone, kiu tiel kapablas, 
dum „ parolas" en (J) montras simplan 
agon de parolado faratan de li ĉi-momente 
kaj ne estas ĉi tie la demando, ĉu li 
kapablas aŭ kutimas paroli en Esperanto.

Rim.: En Esperanto la simpla estanteco 
(„ -as n) povas montri aŭ „ agon simplan 44 
faratan en la nuna momento, aŭ „ agon 
kutiman aŭ en la kapableco "• La diferen- 
cigon inter la diritaj aspektoj orĉinare 
indikas al ni la senco mem aŭ la kunteksto, 
tiel ke ni ne devas timi pri ia konfuzo. 
Ekz. la propozicio (3) kun adverbo ” bone " 
kaj (4) kun partikulo n nun "•

POVI en Ia Unua Signifo・
Kiam „ povi" estas uzata kun verboj 

de volo, ĝi havas tri ĉefajn signifojn :

1. Kapablo. Vi povas bone paroli.
2 Nekapablo. Vi ne povas bone 

paroli.
3. Permeso・ Vi povas nun paroli. 
3Z. ハ Vi povas nun ne paroli.

1. 君はよく話辱一c 可 能

2. 君はよく話せない。 不可能

3. 君は今話してよろしい。 許 可
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3＜君は今話さなくてよろしい。許 可 

卽も1は倚し得るC出來る皿3は『話す 

ことを得〔可)』,2は『話し得ぬJ,汝は『話さ 

ヾることを彳尊』ゝ

,,Povi ", kiam uzata kun verboj de Ago 
de Kapablo, montras „ Kapablecon", kaj 
kiam uzata kun verboj de Ago Simpla, ĝi 
signifas „ Permeson "・

[.Kapableco.可能

a) Eblo el la 应^めeco=havi la kapablon 
fari ion. C本來の能あってそれヵ:)やれる, 

蜃くす,C元來〉出來る。

Du homoj povas pli multe fari, ol 
unu. (F 41)
二人の方が一人よりも餘計やれる。

Mi decidis sekvi lian ekzemplon, kiom 
mi povas, por mia klerigo.

自分の向上のために出來るだけ彼の範に 

從ふことにきめました。(FK113)
Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi 

povas. (P 916)
自儘な生活をするな，力に叶ふ(能と樣 

な)生活を送れ(玆にvivi=konduki la 
vivon 卽ち verbo de volo の用法 、。

Se ” ŝi" volas, ĉu oni povas ion kon- 
traŭfari ? (Rn 53)
山の神が是非とおっしやるなら何とも手 

ーの出しやうがないぢゃないか。

Mi tion ne faris, sed mi povus tion 
fari. (FII 132)

やらな力ゝったが.やればやれたのだ。

Rimarko: Por montri speciale la Kapa

blon el scio akirita oni uzas: povoscii = 

scii por povi, scii kaj povi.
Sed kiamaniere floro povas rakonti 

tion al la aliaj ? La floroj ja ne povo
scias paroli! (FI 20)

だけど花がどうしてそんな事を他の花に 

お話出來たんでせう,花は物を云ふ龍なん 

かありはしないわ。

Ŝi povosciis (=sciis por povi) kanti 
tiel delikate kaj ĉarme, kiel oni neniam 
antaŭe aiidis. (FI 25)

到底今迄聞いたこともない位節廻しも妙 

に美しい聲で歌ふ事を心得てゐた〇

b) Eblo sub la cirkonstancoj = esti ĉi- 
momente sub la cirkonstanco por fari ion 
kuŝantan en sia kapableco.
(やれるのだから今やれば)やれる(狀態に 

ある)，(今何々 ル验,C今やらうとす;UCJ9 
出來か

Sur lia vizaĝo oni povis vidi honton 
kaj bedaŭron. (M 166)= • •. estis videbla
顏に恥らひと遺憾の色が見られた。

Kiom mi povis vidi el via laboro, tiu 
via senduba talento restas en stato rudi
menta, neprilaborita. (M 152)

あなたの作で見るとあなたの止匕の疑もな 

い才能はまだ初步の，未完成の域を脫して 

ゐない。

Kaj li metis la stangojn en la ringon 
sur la plankoj de la altaro, por ke oni 
povu porti ĝin per ili. (Er 38)
彼はその棒で祭壇をかついで行けるやう 

にしたのである。

Vi trovos en li la kuniĝon de Ĉiu 
talentoj, kiujn juna kavaliro povas deziri 
posedi. (H 161)
彼を見れば若い騎士が身に備へたいと思 

ふ樣な才能をすべて兼備してゐることがお 

わかりでせうc所有したいと欲し得る限り 

の=欲して然るべき,欲するも當然な—— 

この用法から後述3の用法が出來る，その 

際に至って比較せよ)。

c) Farebleco=sin trovi en la ebleco esti 
farata, esti farebla (=oni povas fari).(4可 

々)され得る。

Rim.意志動詞の受身は發動者のなし得る 

可能を示す。又日本語では受身の形をきらひ 

『(;何々儿得る』と譯されるのが普通。

La celo, por kiu ni laboras, povas 

esti atingita per du vojoj. (OV 395)=La 
celo estas atingebla=La celon ni povas 
atingi per du vojoj・
吾々がその爲に働いてゐる目的は二つの 

・道で達し得る。實は)達せられ得る:!。

La gramatiko konsistas tute el16 mai- 
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grandaj reguletoj kaj povas esti ellernita 
en duono da horo. (FK 310)
文法は十六の小法則で盡きて居り半時間 

で習得し得る=estas ellernebla en •〇

（Mi povas •••なら『やれます』，povus『多 

分やれるかもしれぬ』

9・ Sed tiu ĉi bravulo certe povus kon
kuri eĉ kun la diablo mem・(H 137)
此のえら物は惡］ •U,

とさへとつ組めやう。

EKZERCOJ VI 10. Kaj la afero, kiu povus alporti
1 a) Eblo el la Kapableco.

1. Mi faros ĉion, kion mi povos, por 
trovi por vi konforman okupon. (M 40)

あなたに格恰な職をみつけてあげる樣に出 

來るだけのことを致しませう。

2. Li rapidis, kiel li nur povis. (FI 12) 
彼は出來るだけ急いだ。『出來るだけ』は尙

ほ次の如くも云へる:Li (tiel) rapidis, kiel 
nur eble (FK 114)

3. La kompatinda stana soldato tenis 
sin, kiom li povis (=kiom eble), tute rekte. 

かわいさうな錫の兵隊さんは出來るだけか 

らだを眞直ぐにしてゐた。(FI100)
4. Mi scias ankoraŭ rimedojn, kiuj tre 

bone povas fleksi la fierecon de malhumila 
obstinulino—monaĥinejo kaj muroj. (Rt 77)

剛情女の高慢の舜を見事にへしまげ得る道 

がまだある，それは尼寺（へぶち込むこと）と

壁（卽ち檻燥すること） とだ。

5. La sonoj, kiuj en tia maniero povas

fuŝi la homan koron, estas tute aliaj.
あんなに人の心にせまり彳孚ると云ふ響はそ 

んなものではない。（FII 88）
6. Mi ne esperas, ke mi povos min 

helpi, mi ne povas fidi min mem! （M 67）
自分でやって（自助してつ行けやうとは思 

へませぬ，自分で自分がたよりないのです。

7. Li certigis, ke estus tre belege, ss 
troviĝus ankoraŭ unu homo, kiu povus 

kun vi kuraĝi stari al batalo. （H 138）
あなたと敢て手合せが出來るやうな者がも 

—人でもあればたしかにたいしたものだがと 

彼は云って居た。（假定法povus ...は 

supozo en dubo:『手合出來る者はとてもあ 

るまいが萬一出來るなど云ふ者あらば』ん

8. Mi povus doni lecionojn de muziko 
kaj de franca lingvo. （M 28）
音樂と佛語の敎授がやれるかと思ひます。 

utilon al ĉiu aparta adepto nur tiam, se 
antaŭe jam ekzistas multego da aliaj adeptoj, 
trovis nenian akceptanton kaj montriĝis 
malvive naskita・（FK 244）

他に使用者が旣に多數ある場合でなくば各 

個使用者に利益を齎らさぬ（と思はれる）樣な 

事業は賛成者を得られず葬られた。

1 b） Eblo sub la cirkonstancoj:

11. Oni tuj povas vidi, ke li estas ĉe
furba peco. （Rz 50）.

すぐ彼は祁會ツ子だと云ふ事がわかる〇

〔註〕peco『一片』と云ふ譯より『かけら 

（こわれた端）』と思ふ勿れ。『一個の物全體J 
も指す:peco da kreto 白墨一本,peco da 
sapo石絵一個,peco da tero或る面積の地 

面，（一つの）地所,sufiĉe granda peco da 
tempo.可成りな時間 〇 ĉefurba peco は peco 
da homo都會風な一介の人間，人間一匹〇

12. Sed se oni rigardas pli precize, oni 
povis tuj rimarki, ke ・・• （FI 72）
仔細に見ればすぐ……であると云ふことが 

わかる（認め得る）。

13. Vi povas eĉ haki lignon sur lia 
kapo. （P 580）
あいつの頭の上で薪割が出來る（位，あい 

っは無神經な奴だ）。

14. Kaj nur kun malfacileco oni povis 

iri antaŭen. （FII 88）
やっとこさで前進出來た（安々とは行けな 

かった:2 b審照）

15. Per kio do mi povas servi al vi?
何御用でせうか（M 201）.Per kio mi 

povas esti utila al vi?とも云ふ,結局 

Kion vi deziras, ke mi faru al vi ?
16. Ho, se mi povus reveni en la

ventron de mia patrino ! •
Se mi povus naskiĝi almozulo! （Rt 82）
母の胎內にもどれる（生れ臾はれる）なら 
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ばほんとによいに!乞食に生まれることヵ:出 

來たらよいに!

17. Oni povas per helpo de tiu & mal
granda vortaro esprimi ĉion, kio estas 
necesa en la ordinara vivo.
此の小字引でもって日常（.生活に）必要な 

ことは何でも云ひ表はせる。（FK ；52）
1& Eble ŝi povas doni al mi konsilon 

kaj helpon・（FI 59）
多分助言助力してくれることが出來やう〇

19. Kion povas fari li sola kontraŭ 
cent dudek homoj ? （FK 105）

彼一人で百二十人の者に抗することが出來 

やうか（出來はしない:2 b參照〕。

2〇. Mi ankaŭ ne scias, per kio oni 

la malkleruloj, sed la kompetentan homon 
ĝi forte ĉagrenos. （H SI）
愚衆を面白がらC笑は）せ得るかも知れぬ 

が,然しひどく通人をなやますC大向の喝采 

は得ても黑人目には苦々しい人

〔前號 Aplikoj V 譯〕1.Via patro devas- 
esti tre ĝoja pro via sukceso.

2. Se li malsukcesis en tia facila ekza* 
meno, li devas esti tre maldiligenta. •

3. Mi pensis, ke vi ankaŭ devos veni.
4・ Mi pensis, ke vi ankaŭ devis veni. 

Mi tre bedaŭras, ke vi ne venis.
5. La kuracisto diris nur al mi (aŭ kon-



石黑,「エスペラントの基礎」中の

Ekzercaroのt ekstoについて

!序文

石黑修，「エスペラントの基礎」,1933中の 

Ekzercaroのtekstoのみについて述べる. 

Tekstoの原註（Zam,自身がつけた單語の 

諸或語謹）にわふれない.石黑氏のやられた 

tekstoの日本語譯,脚註についても論じない 

ただtekstoの異同に關係のある脚註C石黑 

氏の）だけを問題にする.Ekzercaro以外の 

他の部分（石黑氏本にある序夂,文法,索引な 

ど）にも手をださない・F・d. E.そのものの 

意味についての評者（=川崎）の意見もここ 

に書かない.

II. Eldonoj
P. xivに「本書は原本として''Fundame

nto de Esperanto1918によった〇」とある 

が,第何版であるか書いていない•またR 
xviにF. d. E.の版のいろいろあることを 

說明してゐる中に「……第5版,……1918; 
....」とある.私の持ってゐるのわkvina 
eldono, 1918である.ただP. xviの脚註に 

「第1—4 版は p. xi + 26 + 53 + 96,第 5—版 

p xi + 183.但し前者は序文,文法,練習文集, 

萬或!辭典，各ページ別なるに對し,後者は序 

文を除く通しページとして居るからである。」 

とあるが，私のkvina eldonoわ通しページ 

でなく各部獨立にペ-ジがつけてある•さ 

すれば第5版に二つの種類があることになる 

のであろうか? ？ P.1〇6の註にわ「原書の 

初期のもの’（第5版?以前のもの）には 

miljaroになって居る。」，この「?以前」わ 

何を意味するか?石黑氏の使われたのわkvi
na eldonoでなく,しかも1918のものであ 

ろうか?あるいわ第5版わjarmiloで第 

1一第4版がmiljaroであるとの意味 

か?

かくのごとく石黑氏わ數ヶ所第1 第4版 

と第5版との異同を註してゐられる力:そ

Kawasaki - N.

れわどんな方法でやられたのか?第1一第4 

版を所藏していられるのか? 誰かに借りら 

れたのか? その箇所だけ誰かに敎えてもら 

われたのか? 他人の硏究發表を寫されたの 

か?はなはだ失禮に類似する質問のようだが 

石黑氏自身その著書になんとも言っておられ 

ない.Tekstojの異同とゆうがごとき重大問 

題においてわ,かならずtekstojの所在地を 

示しおかねばならぬ.ことにF.d.E.の第1 
—第4版わ H本でわmaloftaĵoもしくわ 

neniom （?）であるから.發見わ誰がしても 

よいのであり,知識わ萬人のものたるべきで 

あるが,もし後にその發見による知識の內容 

を述べる場笛わ，扳初の發見者とその發見の 

經路をかならず示しておかねばならぬ・たと 

いその發見が著者自身の場合であっても，そ 

れがこの著書によって始めて公表されるもの 

ならば,そのむね明かに宜言すべきである■

以下私の所有するkvina eldono,1918と 

石黑Kのtekstoを對照してみる•以下原書 

と稱するものわ私の所有するkvina eldono, 
1918で，著者と稱するのは石黑氏のことで 

ある.

著者わなお F. d. E., 1931;Fundamenta 

Krestomatio,1921;Wackrill, Konkor
danco de Ekzercaro, 1907とも對照した 

といっている.私わただV.1の問題を除い 

てわ,私の所孑（本のF. K., oka eldono; Wac- 
krill,190?とを參照しなかった.

つぎにIIIにおいて著者の面白いrimarkoj 
の若干を紹介する■もちろんここにあげたの 

力曙者のrimarkojの全部でない.詳しくオ》 

實物を見ること.

III.養者の注意せられてあるもの——註 

に說明してあるもの

1.原書カ:あきらかに誤植にして著者の注 

意したもの，ただし著者のtekstoにわその 

まま: *
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4/42 Ĉikano わ Ĉikano.であろう.

2. 原書の句わ番號を有していない力:，Wa- 
crillによって番號を與えた:

5/1】• Patro kaj frata
3. 著者が原書の句讀點を變更せしもの:

5/1 Patro kaj frato.とつぎの しeono 
estas besto.との間に----ちりしを著者省く・

以下終までこれにならう(ただし§斶 に原 

書にーーのなき場合を註す).

2/11 C6-!〇.と2/12 K6-1〇.の間に —— を入 

[Iた•類例たくさん•

15/5 ... donacon "のつぎに,を補う.そ 

の他17/9, 22/1, 22/12, 27/2, 27/3, 28/3, 
30/7. ，

21/1句讒點の形を異にす.その他この§ 

21に數ヶ所.

4. 原書の語句，句讀點について著者が特 

別の注意を示されたもの:

12/1 Du homoj povas pli multe fari ol 
unu.原書にわolの前に，なしと注意す.

lf/18 Hodiaŭ estas la dudek sepa (tago) 
de Marto.二つの數詞問にーなし.類例な 

おあり.dek-dua 12/13などの例に注意.

29/5 vidas わ F. K.に vidis であり，理 

窟から考えて後者をよしとす.

33/3 Ni わ F. K.で Mi.
42/12 sanulaĵo わ F. K.で sanilaro. F.

K.ともなお數個所異同あり.

5. 原書の初期の版と著者採用本の異同を 

示したもの:

3/32 Ŝpinoの前にSpinoがあった.

14/5 jarmilon わ miljaron C著者わ miljaro 
とnを落して註しているが).

36/7 miaj frato kaj fratino 杓 mia
iv・著番が註をつけていないが,原著と異 

っている黙 1

これわ評者川崎)が桑原利秀氏と兩 

tekstoj (kvina eid.,1918 と石黑本)を讀み 

合せて發見したもの.】，2, 3, 4の分類わ全 

く評者(=川崎)の主觀によるもの.3, 4の 

中にわ著者の單純な誤植のものもあろうし, 

あるいわ著者が註をつけるのを忘れられたの 

があるかもしれない・あるいわそうでないか 

もしれない.

1-原書のあきらかな誤植を正したもの:

19/7 arĝentan わ原書 argentan.
29/10最後のpardoniわ原書わparで行 

の終りだヵ：par-としていない.

40/7 trompiĝis.わ原書 trompiĝis,
2. 著者の單純なる誤植わ著ネより川崎え 

言ってこられた.

23/1 tio tio ĉi わ tio 一つよけい.

28/3 flugadoわflugadoの2個以外に:

14/11 franのつぎに・を落す.

26/14 ekstes わ ekster.
41/12 ŝaparema わ ŝparema.
42/9註“ ”にあらす;(()).

3. 著者が原書の句讀點に修正を加えしも 

の:

17/2 ... longe M.を …longe."とす・

22/； mensogintoのつぎの,原書になし.

4. 原書と異なる語句:

7/4 Mi vidas la leonon, la わ原書になし.

18/2 Mi volis bati lin,...原書 Mi volis 
lin bati,・•・

26/17 Mi restis tie & ・・・ 原書 Mi restas 
tie ĉi...

3】/23 rozkoloran 原書 rozokoloran.
39/2 Mi paliĝis ...原書 しi paliĝis ....
V.評者の希望 ’

著者に註がないが,ぜひ說明してほしかっ 

たもの. '

1.20/5 post-morgaŭ 原書でわ post-で行 

のきれ目であって，この・が行のきれ目のた 

めにはいったのか，それともいつでもあるべ 

きものであるか力:はっきりしない.この語わ 

F. d. E.にわここ一回だけしかでてこない. 

Antaŭhieraŭなる語わ全くでてこない.Wa- 
crillとF. K.にわ 文章の眞中で・がはい 

っている.

2.評者の文の目的であるteksto以外の 

ことであるが,つぎの語にわ日本語譯をつけ 

ておいてほしかった：

2/96 De-£-no. 3/46 Tra-ŭ-lo. 3/48 Ne-ŭ-l(x 
以上の語わ石黑，「エス和新辭典」，1933に 

もでていません.

vi.評者のお願い

終りにこの評者の文に對する著者ならびに 

讀者諸君の御敎示を期待する■(7月15日め
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「，學習

LA PATRINO KAJ LA FILO
(El ” Hamleto ", Akto III, Se. IV)

（n） K. Ossaka

HAMLETO: Nu, ne rompu viajn manojn ! 
Sidiĝu, trankviliĝu, mi komencos 
Rompadi vian koron, se ĝi estas 
Ankoraŭ penetrebla, se ankoraŭ 
Kutimoj la malbonaj ĝin ne tute 
Ŝtonigis kaj al sento kaj prudento 
Ankoraŭ iom estas ĝi venebla.
REĜ: Kion mi faris, ke vi min atakas 
Kun tia krueleco ?
HAMLETO: Tian faron,
Per kia modesteco ĉion perdas, 
La virf fariĝas hipokrita vorto, 
Senkulpa amo perdas sian rozon 
De F bela frunto kaj ulcerojn montras, 
La sanktan ĵuron de edzino faras 
Similan al la ĵuroj de ludistoj;
Ĝi el la korpo de plej sankta ligo
Elŝiras la animon; el la leĝo
Ĝi faras senenhavan vortparadorh
De la &elo la vizaĝo flamas,
La tuta tero ploras kaj malĝojas 
Pro via faro, kvazaŭ devus veni 
La lasta juĝo.
REĜINO: Ve! Pri kia faro '
Vi kontraŭ mi tielajn tondrojn ĵetas ?

.ノ、ム:さ,c悲しみもだえて〕御手をもみち 

ぎり遊ばすな!お坐り遊ばせ，お靜まり遊ば 

せ，若しあなた樣の御心がまだ(硬くなって 

居らず)銘じ得らるるものならば，若し尙ほ 

惡の習慣が御心を化石させず,御心が感情や 

理性にまだ少しは赴き得ると云ふならぱ,こ 

れよりその御心をちぎって御見みせ申しませ 

う。

女王:その樣にむごくそなたが私にかゝっ 

て來るとは妾が何をしたとてか?

ノ、ム:と申しまするは，その樣な行ひをし

ては（per kia）婦徳もすべてを失ひ,善行も

図善の言葉となり,無邪の愛も美しい額から 

薔薇（花の裝ひ）を失って潰瘍をふき出す， 

妻の聖なる誓ひC節操の誓）をば遊び人の警 

cのやうなもの［に化するーーその樣な行をな

されました;いとも神聖な緣（えにし）の五 

瞪から靈をぬき取り,御提をば埒もない語の 

行列と化す。あなた樣の行を見ては天の顏も 

（照れて;燃え立ち,地も最後の審判の口が愈

々來るとばかりに哭し悲しみます。• •

女王:あれ!妾がどう云ふ行をしたとてそ 

の樣なはためく言葉を妾に投げかけるのか 

え。

【註】 Nu, ne rompu.... Rompi siajn （又 

はal si la） manojnとは嘆き悲しみせが手 

と手を握りしめ，もみくだくやうに身もだえ 

する身ぶり〇又tordi al si la manojdとも

„ Kaj ni estas kulpaj pri tio. Tion mi 
ne povas postvivi!" Kaj ŝi tordis siajn 
malgrandajn manojn. （F II 103）

『私達のせいですわ。生き殘っては居られ 

ません』そして彼女は悲嘆に身もだえし（手 

をもみくだい）た。

Mi komencos rompadi....手を rompi す 

るのはおやめなさい，あなたの心を私力;ro
mpi しておめにかけませう（卽ち御責めせね 

ばならぬ）

Ven^a,接尾字eblは本來他動詞につ 

いて受身『 され得る』:Kiu povas esti -ata） 
意であるが,時に自動詞につけられることも 

あるがその時は他動詞的の意力鵬示されてゐ 

ると思へばよい=ven'ig'ebla.
Sed por knabino tio estas irebla （«tra

irebla） vojo. （F II 88）=vojo, kiun ŝi povas 
iru
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娘にも行ける道であった

Ludisto=kortoludisto 遊人,1¢奕ĴTち

De la ciele la vizaĝo=\a vizaĝo de la ĉielo. 
天の顏（もほてる;天も恥づ）

La lasta juĝo世界最後の日に人がその罪 

によって神からさばきを受けると云ふ『最後 

の審判』（卽ち此の世の終り）。

TieVaその樣な（本誌昨年一月號p.19左 

欄中頃の註參照）

HAM: Rigardu do 1 Jen pendas du port
retoj ; r

Du fratoj,—sed egalaj ? Jen rigardu: 
Kiela ĉarmo kuŝas sur la brovoj! 
Kun belaj haroj, kvazaŭ Apolono, 
Kun alta frunto, kvazaŭ Jupitero, 
OkuF de Mars： ordona kaj minaca, 
Majesta aglo, kiu alte flugas 
En la plej puraj sferoj de V aero;
Sur lin sigelon metis ĉiu dio,
Por krei idealon por la homoj,— 
Li estis via edzo.—Nun rigardu 
Portreton duan: via nuna edzo, 
Putraĵo, mortiginta la unuan.. •. 
Ĉu havas vi okulojn ? Vi forlasis. 
Herbejon verdan de la bela monto 
Kaj serĉas manĝon en la putra marĉo ? 
Ĉu havas vi okulojn ? Vi ne diru, 
Ke tio estis am'! En via aĝo 
La sango plu ne bolas, sed atendas, 
Ne rapidante, juĝon de la saĝo.
Ne estas vi sensenca, ĉar alie 
Nenion vi decidus; sed la senco 
En vi sendube tute malsaniĝis, 
Ĉar eĉ freneza tie ne erarus.
Neniam la frenezo tiel juĝis 
La saĝon, ke en ĝi ne restu guto 
Da konsidero por komparo tia.
Kia demono tiel vin delogis ?
ハム:では御覽なさりませ!それこゝに繪 

姿が二つ懸って居りまする,二人の兄弟です 

が似通ふて居りまするか?これなるを御覽 

遊ばせ:眉宇の凉しさ,まるでアポロ神の樣 

な美しい御髮,ユピテル主神の様な秀でた額, 

マルスの神,空中純潔な層を髙く天がける威 

あって猛く,氣髙き荒鷲/）まなざし;此の方 

の上には神々も枇の人の模範を創造するもの 

とちゃんと印墮を銓して居らるる——これは 

母上の夫たりし御方。次にこちらなる肖像を 

御畫遊ばせ:母上の現在の夫君で,先の御方 

を弑したる腐肉……母上御眼がおありでござ 

りまするか.母上は美しい山の綠なす草原を

後にして汚穢の沼に食を求めて居られるので

すか? 御眼がおありなのですか? それは 

戀と云ふものなどとはおっしゃいますな。母 

上の御年頃では血潮はもはや沸き立ちませ 

ぬ,はやることなく智の判斷を待つべき筈。 

母上とて無分別で御ありはあるまい,無分別 

なら（alie）何事にまれ決意はつかぬ筈;が分 

別が母ーヒのお胸の中で病みしひれたのでござ 

います。と中すのはどんな狂氣の者でもあの 

場合誤ることはあり得ぬこと。未だ嘗て狂氣 

が理智をさばいて理智の中に此の樣な比較に 

對する考慮が一滴も殘る可からずと判決を下 

したことはな力、った筈Q踰したればとてそ 

のためにこんな明白な比較,崇高な兄と下等 

な弟との比較をする考慮を失ふ樣に人の理智 

を狂はしてしまふことは無い筈）。如何なる惡 

魔に魅いられ給ふたのであらうか（如何なる 

惡鬼が此樣にあなたを誘惑したのか）。

【註】 &必（甲乙上下なく）等しい,等し 

い程度の,平等の,sama "也のではない）同 

じ（もの）。

Portreto肖像畫;statuo （彫刻の）像; 

busto （胸から上げたの丿胸像。

Sur la brovoj眉宇に，眉（眼〕のほとり 

に;Sur liaj lipoj ekludis rideto 口のほと 

に微笑を浮べた。

Alta frunto額が廣く秀でたること（額の 

廣いのは賢さを示す;おでこの半に非ず）。

Jupitero ロオマ神話の神々の司（ギリシャ 

神話のZeŭsoに當る）。

Marso軍神〔ロオマ神話）

Ordona kaj minaca 人の上に立って命令 

を發する樣な（威ちる）そして人を威璽する 

樣な（猛き）。

Meti sigelon印を捺す,封印をする,〔太鼓 

版を押して）保證する。

Senco （元來sentoと同語源で人間として 

は本來の）（正氣，c正氣あるが故に生ずる:分 

別，（vortoの內容正味,それを人が味はひ感 

知する）意味，意味合ひ;sensenca C人なら） 

正氣の沙汰でない,無分別な;（物なら感知す 

べき正味内容のない）無意味な,（卽ち）くた 

らぬ,

Eĉ frene za=eĉ freneza homo.
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時文研究
实戶 圭一

小池堂々世界記錄を破る

第七回早慶對抗水泳哉技は十一日神宮ブー 

ルで舉行されたが廣應小池選手は二白米平泳 

に於て2分44秒ヨを出し從來の世界記錄力 

ナダのスペンス選手の保持する2分44秒6を 

破り新記錄を樹立した。

• Koike kreis novan mondrekordon.

11.6. — Reiz6 Koike de Reid rompis la 
mondrekordon por la 200-metra brust- 
naĝado, naĝanto la distancon en 2 minutoj 
kaj 44.2 sekundoj en la Sepa Keid-Waseda 
Naĝkonkorso okazigita dimanĉe en la 
naĝejo de la Meidi-Sanktejo. La ĝisnuna 
rekordo estis 2 minutoj kaj 44.6 sekundoj 
posedata de Spence de Kanado・

CŭtĴ brustnaĝado平泳、序でに自Ffe型 

はlaiiplaĉa naĝado,背泳は dorsnaĝado,ダ 

イヴィングは plonĝado （Parnasa Gvidlibro 
の新語）リレーはstafeto,尙、クロールは 

kraŭl-naĝado,水球は akvopilko である。

alprenos la oficon de la ĉefo de la provizora 
registaro, ĝis la reĝo ordonos kunvoki la 
novan Ŝtatan Konsilon・

l 註〕Ŝtata perfortaĵo クーデター、世 

界各國語で佛語coup d^tatが用ゐられてゐ 

るがエスペラントでは避けた方が好からう、 

fare de發動者を表はす,,de“の代りトここ 

の形が用ひられることがある、rekoni承認 

する、stata konsil(antar)o國務會議ゝ

境匈兩 合併說

H•一日のデーリ•ヘラルドはオーストリと 

ハンガリがオット大公を君主として合併せん 

としてゐちとの記事を揭げてゐる.右合併案 

はムソリーニの提案したもので.こオしに劉•し 

ドイツはしぶしぶながら同意したヵ:小協商國 

及びポ-ランド側は斷乎として反對を表明し 

てゐるので佛國政府は躊躇してゐる。

Unuiĝo de Aŭ strujo kaj Hungarujo.

21.6. 一 しa " Daily Herald London, 
anoncis hodiaŭ la unuiĝon de Aŭ strujo kaj 
Hungarujo sub Duko Otto kiel Reĝo. Oni 
legas, ke la propono venis de la itala 
ĉefministro Duce Benito Mussolini, kaj ke
Germanujo malvolonte konsentis, sed la

シャム政府籲覆

昨年六月廿四日のシャム革命の滿一周年に 

際し、フィア•パホル•ボラバユ八大佐を首 

班とする一派は現政府が經濟改革案を容認せ

ざるを憤り武力に依る政府顋覆を遂行し・新 

國務會議が皇帝により親任され成立するまで 

同大佐が首席執政官として政務を見ることに 

franca registaro hezitas pro la kontraŭstaro 
de la Malgranda Entento kaj Polujo.

〔註〕Malgranda Entento 小協商國、 

卽ちチェコスロバキア.ルーマニア.ユーゴ 

ースラビア、尙歐洲人戰當時Ententoと去

へば聯合國.之に對し同盟國はCentraj 
Potencojと云った〇 '

なった旨發表した。
カール殿下御參內

Siama registaro falis.

19. 6. — Guste post unu jaro de la ŝtata 
perfortaĵo de Siamo je 24. 6. de la lasta 
jaro, alia ŝtata perfortaĵo, fare de la partio 
gvidata de kolonelo Phya Bahol Borabajuha^ 
renversis la registaron, pro la kaŭzo, ke la 
lasta rifuzis rekoni la ekonomian reform- 
planon. La kolonelo proklamis» ke li

御來®!中のスエ丨デンのプリンス・カール 

親王脸下には廿三日午後零時出分宮內省差廻 

しの自動車で御參內、牡丹の間に御參進、天 

皇陛下と御握手を交させ給ひ種々御歡談あ 

り.秩父宮殿下と御揃ひで豐明殿の御歡迎午

養會に御參列の後陛下より勳一等旭日掏花大 

絵章御贈進あり、殿下には二時すぎ御退出根 

成った。・
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Princo Karlo vizitis Imperiestron.

23. 6. 一 しia Princa Mosto Karlo de 
Svedujo, nun estanta en Japanujo, vizitis 
la Imperiestran Palacon en la 23. Junio, 
je la 0.20 ptm. en la kortega aŭtomobilo, 
speciale sendita por la imperiestra vizitanto. 
La Princo premis manojn kun Lia Imeri- 
estra Moŝto en la Peonia Halo kaj havis 
ĝojan parolon. De tie, la sveda princo, 
kune kun Lia Princa Moŝto Titibu ĉeestis 
la akcepton preparitan por sia honoro en 
la Hdmeiden-Halo>

Princo Karlo poste ricevis la Unuan 
Ordenon de Merito kun la Granda Kordono 
de Leviĝanta Suno kun la Paŭlovnia Floro, 
de Lia Imperiestra Moŝto. Kaj la Princo 
forlasis la Palacon iom post la 2 ptm.

〔註〕Poste Li t. Mondo 等に „pli poste4* 
等の用例を見るが.postの如き絕對的の語は 

特に必要な場合のほか比較的は用ひない。

邦人漁夫射殺事件解決

二日露國外務次官ソコリニコフ氏は大田大 

使に左の公文を手交した。

カムチャツカ.オリガ岬における日本漁夫 

三名の遭難につき露國政府の派遣員の調査は 

完成に近く、すでに判明した處では沿岸驚^ 

隊員の行動は現行訴令を甚だしく伎犯せるも 

ので、隊員の行方は不明なれども搜査の上嚴 

罰に處すべく.遭難者の遺族に對しては相當 

の賠慣をなすであらう。

Fiŝkaptista afero solvita.

2. 7. — S-ro Sokolnikov, soveta vickomi
saro de ekstero, transdonis la sekvan 

alan noton al S-ro Oota, japana 
ambasadoro al Moskva, hodiaŭ.

Enketoj farataj de sovetaj oficistoj kon
cerne la mortigon de tri japanaj fiŝkaptistoj 
ĉe Kabo Olga, Kamĉatko, preskaŭ komplet
iĝis, kaj laŭ la ĝis nun far让aj esploroj, 
estas klare, ke la ago de la sovetaj mar- 

bordgardistoj multe rompis la instrukciojn. 
La respondecaj gardistoj estas ankoraŭ ne 
troveblaj, sed ili estos punataj per la plej 
severa maniero. Kaj la soveta registaro 
pagos kompenson al la funebrantaj familioj 
de la viktimoj.

〔註〕Vickomisaro 次席委員、Vic- 
ekstera komisaro とも 云ふ. 但し vic-は 

ekstera komisaro 全體にかゝる故 streketo 
を入れた方が好いだらう。例:Vic-ĝenerala 
sekretario事務次;g （聯盟等の）、sekva佐 

々城氏は sekvanta 力C Zamenhofa formo で 

あることを指摘されたが.近時その代りにこ 

の短い形が用ひられて來た。

增稅問趙を饒って藏陸兩相對立

明年度豫算編成に際して將來の財源確立の 

ため增稅するや否やの問題を続って高橋藏相 

荒木陸相の意見對立を見てゐるが、閣內の多 

數は增稅尙早論を表明し藏ネ目を支持するもの 

の如くである、然し一方陸相は秋會政策上よ 

りも增脫を企圖するはやむを得ないものと認 

めてゐるのでこの論議の相遠は如何なる推移 

をたどるか頗る興味ある問題とされてゐる。

Takahasi, Araki apartaj pri 
impostaltig 〇・

10. 7. — Ĉirkaŭ la problemo de impost- 
altigo por akiri daŭran enspezfonton en 
la venonta buĝet-formado, oni komprenas, 
ke estas granda aperturo inter la opinioj 
de financministro K. Takahasi kaj milit
ministro leŭt.-generalo S. Araki.

Nuntempe, s-ro Takahasi ŝajnas esti 
subtenata de la plejmulto de siaj kabinetaj 
kolegoj, kiu konsideras la situacion trofrua 
por impost-altigo, dume, la militministro 
konsideras la altigon neapartigebla el la 
vidpunkto de socia bono. Kiel ĉi tiu 
diferenco de opinioj harmonios, estas 
rigardate kun la plej streĉita intereso en 
politikaj rondoj.
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團

Lingvaj Respondoj K. Ossaka

★Batalo de 1'Vivo, p. 8,1.4: Hi havis 
neniujn rigardantojn .・と あり ますヵ;neniuj» 
iuj等の形は一般に便はれて居りますか。本 

誌前年第 6 號，p. 207 左:du iaj mallongaj 
homojの樣に・a serioを使ふのと何れが可 

かCS F氏:) 、、

〔答〕-u serioも複數に用ひられる。但し 

iajとはその云ふ考が異る:neniu① なら 

『甲も乙も丙も誰も....ぬ，一人も(何人か

も)』居らぬなど，nenia(j)ならば『老弱,貧 

富,善惡などどんな種類の者も……ぬ』意。

但し一人居らねば多數は居らぬわけ故普通 

の場合は單數力:用ひられるが,云ふ人の氣持 

ちで複數形に云ってもー向差支ない。

★Edzinoはed-zi-noと發音すべき力、,e- 
dzi-noとすべきか〔仙臺S生］

〔答］子音が二つ並ぶ故當然ed-zi-noた 

るペきこと seshora が ses-ho-ra で se-sho- 
ra でなく,aldono が al-do-no で a-ldo-no 
でないのと同彖。然しdの次には母音がな 

いのであるから『えドずイーの』(恰も巳do・ 

zimo)の如く發音するは以ての外である。d 
は口の中で云ふ位につめて『えドず4 -の』， 

このドは舌は口蓋につけ,然し音は耳に聞こ 

えるか聞こえぬ位に。尙ほなる子音が 

霍なる語にhaladzoがある。

★Ĉu vi estas sana?の如き ĉu...?なる 

疑問は尻上りに發音するや〔同氏:！

〔答1)然り。是はEsp.の法則と云ふわけ 

ではない。jes neの返事を豫想するので,尻 

上りに發音し，相手力:それにつじいて答へる 

っぎ穗を作る自然現象。

★Mi ne komprenas, kion vi diras.に於 

て(】)kionの前にtionが略されたと見て 

『君の云ふ事がわからん』の意となる場合と, 

(2) kionを單に疑問詞と見て『彼は何を云ふ 

のか打からん』の意と二つの場合があるやう 

に思ふが如何。英語のthatの如く關係代名 

詞と疑問代名詞と兩樣の埸合あるや〔同氏〕

〔答;)御說の通り。然し日本語に譯せば兩 

樣に見えるが『何を云ふのかわからん』は卽 

ち結局『彼の云ふ事がわからん』で同じこと。 

但し『何のことかわからん』なる日本語は『彼 

が何のことに就て云ってゐるのかわからん』 

の意あり > それは:Mi ne komprenas (tion), 
pri kio li diras.然し前述の如く單に彼の云 

ふ事がわからん意ならば Mi ne komprenas 
tion, kion li diras=Mi ne komprenas, kion 
li diras. 一般に疑問詞が從馬文首にあって 

接蔽詞的に用ひらる、場合多くは前行詞が略 

されてゐると考へ得る:

Mi ne scias (pri tio), kiu li estas.
あの人は誰であるか私は知らぬ

Ni ne povas antaŭvidi (tion), kiam li 
venos.何時來るかは前以てわからめ

又關係代名詞は曲行の指示詞を略してわか 

るときは略してよい。依て前行指示詞が關係 

詞と同恪のときはわかりがよいから殊に略さ 

れることが多いが,然らざるときでも略され 

ることもある〇

Kaj restis nur Noa kaj kio (=tio, kio) 
kun li (estis) en la arkeo (Gn)

ノア及び彼と俱に箱船中にあった者のみが 

殘った。

Mi pagis, al kiu (=al tiu, al kiu) oni 

dev's pagi. (M 6/7)
拂ふべき人に拂ひました。

Kaj unu al la alia murmuretis (tion)» 
kion la infano diris. (F K 24)
同格でないものは詩や諺に多い:Kio en 

koro sidas, (tion) la vizaĝo perfidas. ，かに 

思へば色に現る 

なほ次のkionはĝin (tionとしては二

になる故韻の平仄上Ŝinを用ふ)につく。

Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin eldiras»
しらふで云へぬ事も醉へば云へる〇
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2 ekzemplerojn senditajn al ni recenzas. 
Unuope ricevitaj estas nur menciataj.

▲=目下當會在卓注文に應じうる
L ；[もの

略腿・j ◎=!]下取寄中のもの賣價不明 

!■=將來取寄せる見込のもの 

★=取次がぬつもりもの及び非

賣品

▲エスペラントの基磁 石黑修著14x20 cm. 

p. 348.博文館發行 價？・3 〒!8錢）

外觀は堂々たる大册で箱入美裝・
本書を訐する前にZ博止の''Fun血me・ 

nto de Efperantonの內容を次に紹介する〇 

（同原書をもたぬ者の爲）
/0. Antaŭparolo.------エス文7 頁
1. Fundamenta Gramatiko-----佛 英,獨，露

波五ケ國語で書いた16ヶ條文法（用例 

附加）と字母の發音を示す —25頁

2. Ekzercaro------エス模範例文集——Funda

menta Krestomatio 卷頭にも C" La feino ”

4の物語及發普說明導を除き）出てゐる。

但し§5以下各§末にはその§に出た 

新語の五ケ國語譯を添ふ）——55頁

3- Universala Vortaro-----エス語の基本語

根合成語少しあり）に五ケ阈盘譯を附 

した小辭典一96頁
卽ちF. de E.は上記四部よリ成立つ。然 

るに本書（石黑氏の）はこの屮の全めの/上 
りも多い第三のU.V.をのせてゐない。だか 

ら本書は世の意昧のF・de E.の日本語版と 

云はれぬ。扱今木書を逋覽して氣付いた事を 

列擧しよう。（別項川崎氏は本書中のEkzer- 

caroのteksto のみを批評されてゐるがこゝ 

では本書全體を逋して批評する）

A遺憾とする點
（1）〇. Antaŭparohは譯のみで原文（エス: 

のない事。
⑵ 1.Fund. Gramatikoの部は原文と註解

の部との區別が不明瞭の點が多い。（例:4一 
7, 20—21,26 —27, 30—31, 32—37, 40—41 の 

各頁。特に36—37頁はまぎらはし）。之は著 

者がこの註解を獨?｝書的に編輯された結果二 

兎を逐ふたためだらう。
（3） 2. Ekzercaroの部も原文と註解の部の

區別が不十分の點有り（例50—53, 196—197 

の各頁。161頁の右端の表は除くべし）

猶このEkzercaroのteksto中石黑氏の勝 

手に變更されたもの等あるのは遺憾（別項川 
崎氏原稿參照丿である〇 Fundamenta Kresto

matio によってEkz.を訂正するは本末を誤 

ってゐる〇 （F. de. E・はnetuŝeblaである〇 

F. K.は何でもない。誤とおもへば脚註で委 

しく云へばよい。本書が單なるEkz.を材料 

とした獨習書なら大して差支へがないが。苟 
＜も硏究書としては不可である〇 っ

（4） 3 Un v. Vortar 〇の部を省かれたか。

（り語蠻索引 Ekzercaroのみの索引でF. 

de E.全部の索引ではない。しかも'Vackrill 

の Konkordanco de Kkzercaro を一層詳しく 

したものときいてゐたが實物をみてそうでな 

いのに驚いた〇成程 Waekrill氏のKonkor

danco ではbvitbanejo, sendi仙rncか等の合成 

語はSvit,及senの部にあってban及dife

renca の部に入ってをらぬ不便はあるので之 

等を石黑氏はban及dif.の部へいれられな 

のは結構だが併し石黑氏のは本當の索引の用 

をなさぬ といふのは\Vackrill氏のはすべ 

ての出所を全部明示し前後の誌句まで入って 

るるのに石黑氏の索引はすべて一語形にはー 

ヶ所しか出所が示してあるにすぎぬ。〔これで 

は索引の意味をなさぬ。（そして不必要なH本 

話譯がつけてちるのは猶更遺憾儿一例をあ 

げれば石黑氏のでは

終へるび4/16）, ~〇終末，末端，語 

尾（23/-）, -iĝi 終る（27/4）, -igo （終 

了）;語尾（27/5） [8]

Wackril!氏のでは次の如く詳しくなってゐ

fia,
kiu finiĝos per vokalo, 27, 4; ĝia gra

matika finiĝo^ 2Z> 5; gramatikaj finiĝoj, 

30 9; ni uzus la finiĝon "n”，28, 3; 

la feino (Fino), 23, rubriko;la finon 

"n 23, 3 ； mi finos la tutan libron, 

14,16; kiam mi finos mian laboron, 20； 8・

/注意:いづれ「エス文庫」のーとしてEkz、 
(のもっとも有能な Konkordancoが出版) 

ゝされる事と思/ヽ

(6)語法索引--- この方はEkzercaroのみ

の索引でなく本書全戕の索引である。之は狎 

習者/.ために設けたからかしれぬがこれも
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Ekzercaroだけにしてほしかった〇 (F・de E. 

にない部分が入って來てまぎらはしうc
IS法索引は Wackrillにないからこれは一 

寸便利だがEkzercaroだけについてもっと詳 

しくしてほしかったへ
其他通覽中小さい點で氣付いた审は
()進接尼辭には見出に品詞語尾を附し 

(p. 3〇)〔接尾辭には附いてゐないのに)ioは 

卩〇としてない事,C同氏著カナ付貼典も同樣 

——io亞體が接尾辭なら名詞の話尾を加へれ 

ばiooとすペきか?)
(S)第90頁脚註1の所にU. V.の部に 

feJin (feinに非ず)となってゐる事を書くべ 

きを忘れOKLその他黜典に言及は無意味。

(9)第77頁中「mnによる造話はU. V.見 

出語にしてある云々」とは何の事か他の造語 

とちがってをらぬ樣に思はれるが
B. 感謝すべき貓 〇)本書のお蔭で日本 

のesp-istojのF. de E.に對する認識を高め 

た事。(2)今後のF. de E.硏究を刺戟した事〇

(3)この豪華版をエス文献に加へ得て宣偉に 
利用し得る事。

C. 槪評之を要するに本書はF. de F.

の硏究書として餘り多くを期待し得ぬ。併し 
“ Ekzercaroの註解書"CEkzerca!〇の浜の 

袤を大いに硏究すると云ふ程でなくそれにで 

てゐる模範文の;®味を語學的に理解硏究する 

ためのもの--- それなら，や.の位i进がどこ

にあらうと少し位不文を變更しようと大した 

間題でない---勿論そういった風なものでは

旣に大正4年臺灣で出た小放氏の「エス講習 

書」や大正15年吐鳳堂から出た村山氏の 

「エス獨修」等あるが)の程度に於て大體まと 

まったものとして其價値を認め得る。兎に角 

著者が本書に猫習書の役をさせながら一方 
F. de E.の硏究書の樣にもしてみようとした 

ため二兎をおって一兎を得なかった樣におも 

はれる。あれだけの同じ材料でももっと硏究 
書風に編纂できた答

卽ちEkzercaroを材料としたエス語の學習 

書といふのなら本書は十分に滿足すべきもの 

であって上の如く くだくだしく遺憾の點をの 

べる必要は亳もない。然るに本書は『エスペ 

ラントの憲法H本語版」であるとして盛に發 

行所で宣傅されるため或は“ Fnnd. de Esp・" 

の原書を所持しない大多數の我邦一般esp- 

istaroをして誤牌せしめる事が多いと思ふの 

でエス語の正しい硏究發展のため遺憾と考へ 
こvでは本書が“ Fund. de Esp.9,の日本語版 

として上記の如き不備不滿のあると云ふ事を 

嚴正公平の立場から批判た。(工〇.)

科 學

★La interoacia Privstlimleĝaro de ta Sovetaj

Socialismaj Respublikoj, de I>iof. K. II：isegaŭa,
represita el JouTnal of the Kcijo Imperial 

l niヾ・Soeial Science? Association ° Legal 

E&aysn N-ro 5,15x22.5 cm.18・ p.

Ni jam havas multe da natursciencaj labo

raĵoj e» Esp. puhlikigitaj de niaj samideanoj 

en la scienca rondo. Sed ankoraŭ malmultaj 

estas la laboraĵoj Esp-e publikigitaj pri 

kulturfciencoj, inter kiuj ni havas nun la 

ĝojon mencii la supre rnontrita studaĵo de 

Prof llasegaŭa.

★PRI PRAVECO de UZO de FLUIDA PARAFINO 

por Esplori SPIRADON de AKVAJ BESTOJ ； 

de Nobujuki Kawamoto; represita el"An- 

notatlones Zoologicae Japonenses,n Voi.13, 

N-ro 5 : Dee. 1932; 22 p.+folio kun bildoj.

Japana Asocio de Zoologiistoj akceptas 

esperante skribitaj traktatoj en sian raportaron 

"j\nnotationes Zoo!. Jap.n La supre montrita 

estus lastntempe aperinta traktato de S-ro N. 

Kawamoto, lektoro de Marprodukta Kolegio 

de Tokio.

^Elektroteknika Terminaro (l-a parto), re

presita el tl .Tournai of the Electrotechnical 

Soeiety of Waseda Voi. XIV. N-ro v-4,19 

X 26 cm.17. p.

Tcrininoj elektroteknikaj aranĝitaj laŭ 

ABC-ordo de anglaj terminoj kaj la esperantaj 

tradukoj estas apude metitaj.

★Raporto de la Aerologia Observatorio de 

Pateno N-ro 7, eid. de la Aerologia Obser

vatorio, Anteno apud Tutiura, Ibaraki-kenF 

Jtip, 1933; 23 x 33 cm.156 p.

飽野の「高層氣象荃報告」第七號である。 
★Observadoj Meteorologiaj k. Aerologiaj faritaj 

en la Aerologia Observatorio de Tateno en 

la internaciaj tagoj(luni la polusa jaro 192-3 

33. N-ro 2 (Julio—Decembro,1932); eid. de 

la sama obser^etorio, 1933;19 x -6 cm. 67 p.

1932-33年帧地觀測期間國際觀測IIにおけ 

る高層氣象塞觀渕概要第二號「
De antaŭ kelkaj jaroj regule aperis ia 

Raporto de la Aerologia Observatorio, kies 

estro estjis D-ro ヽV. Oisi, nia fervora sami

deano. Nun aperis du ampleksaj laboraĵoj.
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混成時の用法をめぐる論戰

estis ~ita か estis 〜ata ? (3)

2. Estis ~ita 說の Waringhien 氏 
の主張

(附•同氏の動詞の分類,動詞時制の分類)

前號紹介のTeo Jung氏のestis の

說に對して力强い攻攀の矢を放ったのがしi

ng va-Komi tatano でありSAT版Plena Vo- 

taroの共同編慕者であり例のKalocsay博士 

のParnasa Gvidlibroの共若者たる G. 、ゝ'a 

ringhien氏である。(氏は佛國 し：lle市の 

Kecoの敎授である〇〉氏のTeo Jung氏に與 

へた公開狀とも云ふべき反駁の手紙は昨年十 
月にでたu Lingva Kritiko n第九，十合併號 

に發表された。今これをこゝに紹介するC
まづその手紙の書き出しには『Jung兄,君 

のataitaについての說明は僕にとって間題 

を少しもノ、ツキリさせてくれない... 〇併し

君が全く頭の中で考へ出した文例,そんな 

4 ĵongloj ”やエス語の文法は常に簡單だとい 

ふ君の書明は僕には納得できぬ所だそして之 

迄この問題の硏究者達のとった方法が仝く適 

當であったらうかといふ疑問が强く起ってき 

た 〇 實際 de Beaufront, Ajmonier, Fruictier, 

Stamatiadiaの諸君や君はたヾ分詞 按尾字の 

signifoとvaloroだけを注意してその語のま 

わりにある語句特にその接尾字のくっついて 

ゐる動詞語根について何の考慮も拂ってゐな 

いと思ふ〇唯一つの例外はK. Kalocsav君の 
ゝしingvo, Stilo, Formo ''の中でそれにふれか 

けてゐるのみだ〇』と書かれてゐる。そしてそ 

れにつヾいて本論に入ってゐる。

同氏の本論は(以下原文の一部省略一部は 

敷衍した) .：＜
『接字(afikso)のuzeblecoは歴々その側に 

ある語根の意義によるものである。卽ちある 

種の接字は語根の或種類のものとのみ結合し 
(例へばbolkaldronoとカゝek'bote:〇なんて 合 

成語は何の意味か判らぬノ又或種のものはそ 

の語根の種類の如何によってその意義がmo

difi される(例へばpafなる動詞的語根の後 

にある°'ad"とkronなる名詞的語根の後 

にある“取!''と意義が異なりrozの後の 

“uj”とturkの後の“uj”とちがふが如 

き)。だからatとitの適正な使用法をきめ 

ろにはそれらの接尾字と諸種の動詞語根との 

間のefiko及reefikoといふものを少しく探 

究するのがよい事は云ふまでもあるまい。

君は本來ataは動作(ago)のsanitenipeco 

(daŭro)を意味 しitaは動作のuntaŭtempeco 

(finiteco)を意味すると云はれたことはまち 

がってはをらぬ。併し君はあらゆる動作がー 

樣に(egale) daŭrantaj又はfinitajのものと 

して表はされ得るものだらうかと云ふ事にっ 

いて"8■及すべき游を忘れられた。勿諭君はこ 

れらの術語め誤解をふせぐため「nbsoluta da

ŭro 又はfinitecoについて云ふのでない」と 

斷ってゐるが(前號紹介の1S6頁左欄下よ 

リ!3行以下の事をさす)。併し二つの動作 

が同□字(sam lernpa)であるためにはそれらの 

どちらもが或る知覺しうる繼績(ia perce- 

ptebla daŭro)性をもつべきである〇そうで 

ないと同時性といふものは知覺できない。處 

でperdi, forgesi, elpensi, の動作が繼績性の

ものと考へられるだらうか。又一方動作が他 

の動作に比してantaŭtempaであるとして知 

覺されるためにはその動作は何等かの結果 

(rezulto)—その結果自身は狀態として繼績 

するもの--- を生じなければならない。例へ
ばskribiといふ動作が終ればio skribitaな 

る結果がそこへ殘る。併しkoniといふ動詞 

も同種類であらうか? «〇 konitaは何を意味 

する かゝ それは "io, kion oni konis kaj 

ankoraŭ konas n か又は a io, kion ekkoninte, 

oni ne konas plu vを示すのであらうか〇 

Fruictier氏はこれに似よったamiといふ動 

詞について同じ樣に躊躇してゐる。卽ち同氏 

の mi estas amita de mia frato といふ文り

gt明に 44 antaŭe inia frato amis min; nun 】i 

verŝaĵne ne amas min...f 'と云ってゐる c つ 

まりこのve rĥaj neといふ語がこういった種類 

の動詞において 让といふ接尾字それ自身で 

は動作のfinitecoを示すに十分でなくて過去 

における助動詞によって一層つよめられる必 

要がある事を證明してゐる。

だからもし我々がata-itaの使用法を明か 

にするには先づもって動詞を次の三種類に分 

類する必要がある。

A.繼續の動詞(Verboj de daŭro)

例:aini, envii, havi, koni, memori, p©6edit 

regi, signifi^ ŝirmi, teni 等
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本質的に繼續的(daŭra)のものとして考へ 

られる動作でありその動作の終了は根本的に 

全く新しい狀態を開始するといった動作を表 

はす動詞。
B.繼續と結果の動詞(Verboj de daŭro 

kaj rezulto)

例:detrui, ekkoni, fermi, kaĉi, kondamni, 

legi, nomi, skribi, vnndi 等

多少ともに繼績した動作であって其動作の 

終了は同性質の繼績的狀態をもたらすといっ 

た楝類の動作を表はす動詞。

結果の動詞 (Verboj de rezulto)

例:elpensi, fini, forgesi, perdi, solvi 等

これらは動作の現實化(realiĝo)といふ事 

が殆んど知覺できぬもので唯その全き完了 
(plena finiteco)の後においてのみ考へらるぺ

き動作を示す動詞である。

扌芨これらの種類の中itaは「繼續の動詞」 

と結合し難く 3tiは「結果の動詞」と結台し 
難い事が判ると思ふ。

扱こんどは動詞の時制に就て考へてみよ 

う。それについては少し詳しい術語が必要。 

處で 我々はこゝで現在(estameco)と過去 
(estinteco)の二つの瞬間について調べてみる 

と次の如く現在は二つ過去は三つの時(temp

oj) によって示され得るだらう。
L 現在(Estanteco)

1・prezenco——現在行はれつ'ある動作

2・perfekto ——過去の動作の結果たる現 
在の狀態を示す •

IL 過去(Estinteco)

1.imperfekto ——繼績せる動作としての 

過去の動作を示す

2. aoristo——繼續せぬ動作としての過去

の動作を示す

3. pluskvamperfekto —— 或る時刻又は他 

の動作の開始より以前に旣に終了せる 
ものとしての過去の動作

以上の五つの時に對して各別個の獨立した 

語形をもってゐるのは希臘語とフランス話で 
ちる。ゲルマン語族では

preterito--- imperfekto と aorilo とを一つ
にしたものをもってゐる。

ラテン語ではaoristoとperfektoとを一つ 

にしてゐる等である。併し論理は常にこれら 

の合成形式の下に上述の五つに分析する事が 

できそれらの甌別は動詞の體系の詳細な說明 

に有用である。

次に我々はこれらの時制を示すため上記の 

動詞の種頻によってどの形をとるかを見よう

A.繼績の動詞(Verboj de daŭro)

これらの動詞はprezencoとperfektoと同 

一となる。といふのはこの場合その動作と動 

作の結果と區別できぬからである。卽ち上に 

のべた樣にestas amitaといふ形は餘りに 

dmetriecoを重んじすぎた結果こしらへちげ 

たにすぎぬものである。同樣な理由でaoristo 

とimperfektoと合一する。だからこの種の動 

詞の時制は文例を示して表解すれば
[prezenco—La lando estas regata de 

l reĝo •

(preterito (ini perfekto-aoristo) 一 しa 

lando estis regata de reĝo 

pluskvamperfekto — La lando estis 

regita de reĝo； antaŭ ol 

Araboj konkeris ĝin.

B.繼續と結果の動詞(Vsboj de daŭro k 
rezulto)

この場合ataは嚴格に繼績を示し不繼續過 

去(nedaura estinteco)はitaで示される〇從 

って 又 この際aoristoとplusk vamper fek t 〇と 

が混同し易いからそれを明示するには副詞た 
るantaŭeとかjam とか接續詞antaŭ o!を

儿現在

ッ沸ノ

用ひるのがよい。
rprezenco—La akuzito estas konda- 

I mnata laŭ ĉiuj jurreguloj・

| perfekto—La akuzito estas nun de

finitive kondamnita.

imperfekto—La akuzito estis konda- 

mnata, ĝuste kiam alvenis 

la sciigo pri Ia amnestio.

aoristo — Post longa diskuto, la 

akuzito estis kondamnita Ĵ3 

morto.

pluskvnmperfekto 一しa akuzito estis 

jam kondamnita, kiam oni 

ゝ eksciis pri lia fienkulpeco.

C.粘果の動詞(Verboj de rezulto)

この動詞の示す動作の現實化を知覺できぬ 
ものだからataを用 ひた(prezencoとimpe・ 

rfekto)のが普通用ひられない。それで 
(し 現在｛perfekto —Mia ŝlosilo estas perdita 

^aoristo—Mia ŝlosilo estis perdita 
I plukvamperfekto—Mia ŝlosilo estas 

[ jam perdita, kiam vi perdis

la vian.

II・過去

(ISこれらの三種類の動詞の中の各種類と 

も同じ程の分量であるかといふのにそうでな 
【以下224頁へ續く】
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日本神話硏究

露木淸彥

第二章

1»2界创造

「神話や傅說わ 

どこまでも神話 

や傅說であり現 

代人の心理を以 

壬之を僻釋しよ 

うと云うのわ無 

駄なことであ 

る。吾々の常識 

でわ到底判斷し 
得かいものでも 

原始人にわびっ 

たりと合った常 

識なのである。 

だからやはりそ 

のまゝに収扱う 

より仕方がな 

い」之わー見非 

科學的でわある 

かもしれないが 

斯くすることが 

仝く科學的であ 

ると比較神話學 

が敎えてゐる。 

つまり出來るだ 

け材料を鬼め硏 

究するにこした 

ことわなく,そ 

の源泉を辿るこ 

ともさほど困難 

なこととも思わ 

れない」。

Japana Mitologio
(4 ) “ 皿

Ĉapitro II.

. .MONDOKREADO

Japana mito estas intermiksita tipo — Krea mito en S. 

Pacifiko — Kosmogonio de Ainoj — Ilegendo en Lucu-insulo 

一 Amc-no-nu•んみ〇，—— Onoporo-insulo ——T-iando-hokado — Lando- 

tirado — Ĉiela kolono — Palaco de Ok-klaftoj 一 !Tiruko — 
Aŭguro per Fut&mani — Ijando-nasko 一 Ideo pri kolono — 

Morto de Izan ami.

Mitoj aŭ legendoj ĉiam devas esti mitoj aŭ legendoj, estas vana 
afero, ke ni provas klarigi ilin per moderna scio. Se eĉ ili estas 
nesolveblaj per nia prudento, ili estas tamen ĝuste kontentiga por 
prahomoj, tial ni traktu ilin laŭnature・ Tio estus ne-scienca, sed, 
,kompara m让ologio4 instruas al ni, ke tio estas tute scienca. Ju pli 
multe ni kolektos materialojn kaj pristudos, des pli bone, ili mem 
ĵetos sin en la lumon, kaj ŝajnas al mi, ke esplori la fonton de mitoj 
aŭ legendoj ne estus tiel malfacile・ En la unua でap让ro mi jam pri
skribis la unuan tipon (Genealogia aŭ Evolucia tipo) de la japana 
kosmcgonio, kaj ĉi tie ni pristudu la aliajn tipojn konceme al la mito 
de Izanagi kaj Izanami, kiel kreintoj. La japana m让〇, mi opinias, 
estas intermiksita tipo de diversaj elementoj, kaj ni ofte trovas taŭto
logion en ĝi. Eĉ la granda geniulo Hieda-no-Are ne rimarkis ĝin. 
Sed, dank' al tio ni povus elpreni multajn elementojn, kiuj atestus la 
la originon, de kiu ekfontas la japana mito. Ĉar, mi opinias, la 
sistemoj de m辻oj, lingvoj kaj rasoj tute unuiĝas unu kun la alia.

トンガ諸烏わ 
南練22。，束經 

175。（英領）

La dua tipo (Krea mito) de Polinezioj en S. Pacifiko estas jene 
skiz让a de Dixon: En la komenco dioj loĝis en la &ela mondo supra. 
Malsupre nur etendiĝis vasta maro granda. Ĉi tien dio enĵetis ŝtonon. 
Ĝi tuj fariĝis la tero, kie, post malsuprenvenis la dioj de la supra- 
mondo, aperis homoj.

Kiel ekzemple, la mito en ronga-insularo estas jene rakontita: 
Dioj kaj anĝelo loĝis en la &elo. Oni sendis Ia anĝelon por observi 
en malsupra mondo, ĉu sintrovas tero aŭ ne. La anĝelo ekveturis sur 
birdo. Post longa flugado fine li trovis sablaĵon, kie ondoj disrompiĝas. 
Li revenis ĉielen kaj raportis al la dioj, ke li ne trovis sekan teron, 
sed la dioj diris al li; ” Atendu sep tagojn, kaj ankoraŭ unu fojon iru
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ソシエテ烏わ 

ノ、ワイの南方 
1,800マイルの 

海上南緯13。東 

純15沪佛領）

セレベスはわ 

赤道直下,東經 
120。（蘭領）

Kotan-kara - 

kamui 

アイヌ語にて國 

造神の意

I
kinereo

セキレイ（，鳥） 

（budito, 

motacelo）

fratinoj古代ア

イヌ人

kaj observu." Tiel li faris kaj trovis la teron jam leviĝinta sur la 
akvo. Li revenis ĉielen kun la raporto de eltrovo, la dioj tamen 
ankoraŭfoje ordonis, ke li kelktempon atendu kaj refoje observu. La 
anĝelo plendis, ke malsupre ne troviĝas loĝinda tero, kaj laŭ la vorto 
de la dioj li petis al Ĉiela-carpentisto, ke li faligu pecojn kaj rabotaĵojn 
de la laboro. Tiel li faris, kaj aperis la insulo Eua. La anĝelo denove 
malsupreniris kaj vidante la teron, kiu falis de la ĉielo, li tre ĝojis. 
La dioj en la ĉielo ordonas, ke li loĝu en 】a lando. Li venis malsupren 
sur la landon, tamen tuj li revenis al la ĉielo kaj plendis; „ Granda estas 
la tero, kiun mi ekvidis, sed nenie kreskas herboj aŭ arboj.“ La ĉefa 
dio unu semon donis al li, ordonante ke li plantu ĝin. Tiel li faris 
kaj granda vito ekĝermis. Ĝi kreskis kaj kreskis ĝis ĝi kovris Ia tutan 
landon.2^

Laŭ la legendo en Societe-insularo : En la komenco Taaroa loĝis 
sola en la ĉielo. Li kreis sian filinon. Kune kun ŝi sur la fundamento 
de unu roko en la maro, li faris la teron ktpp)

Tia mito ankaŭ troviĝas inter la legendoj de Indonezioj (en Selebes- 
insulo): En la komenco la filo de la ĉiel-dio venis surteren sur la 
ĉielarko, ĉar li devis organizi kaj prepari la mondon por homaro. Tiu 
ĉi tasko estis plenumita, li edzinigis ses diinojn, tri el kiuj devenis 
kune kun li de la ĉiela mondo, kaj tri el kiuj venis de la tero aŭ de 
la subtera mondo. Kaj ili fariĝis prapatroj de tuta homaro.4) ご

riel samajn formojn ni povas trovi en la legendoj de la najbaraj 
popoloj de Japanoj. Kiel ekzemple, laŭ la mito de Ainoj la kosmogonio 
estas jene heredita en ilia epopeo jukara: En la komenco la mondo estis 
granda abismo. La akvo tiam malespere kunmiksita kun la tero, kaj 
nenio estis videbla, sed grandioza oceano, ŝlima marĉejo. Nenio ekzistis 
en tiu & ĥaosa maso, nek flugis birdoj en la aera spaco supra・ しio estis 
malvarma, sola kaj dezerta.... La dio Kotan-kara-kamui decidis estigi 
vivaĵon sur la mondo, kaj faris kinereon, sendis ĝin malsupren por 
prepari la teron. Kiam ĝi malsuprenvenis kaj vidis la terure mal
belegan kondiĉon, ĝi tre konfuziĝis, kiel aranĝi sian donitan taskon. 
Longe ĝi pripensadis, sed fine bona ideo frapis al ĝi la kapon. Ĝi 
etendis la flugilojn, frapadis per ili super la akvo, aŭ piedbatis la surfacon 
de F abismo, aŭ per la vosto. En la daŭro de longa frapado, piedpre・ 
mado kaj vostosvingado, mirakle, la abismo pli kaj pli sekiĝis, kaj la 
akvo fariĝis oceano. Tiel la mondo laugrade leviĝis kaj stariĝis el la 
akvo. Tial la praainoj nomis la mondon „ mo-ŝiri^ t. e. v flosanta 
lando.'® La laboro de la kinereo en la aina kosmogonio tre similas 
al la laboro de la mi女elo en la legendo de Polineガoj.
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おもろそうし 

わアイヌ人のユ 

ーカラcゆかり, 

昔語）と同じ樣 

に古代に於て特 

殊な人逹によっ 

て口傳されたも 

のである。之に 

ついてくわしく 

わ伊波氏「古琉 

球」を參照され 

たいC・

此のおもろそ 

うしわ小坂氏の 

” Perloj el Ori
ento "p. 26-27 
に名譯ありC

一附記_

本文に於て或 
場合にわmito 
と云い又,わ 

legendoと記し 

時にわtradicio 
とも書いたが嚴 

格な邀味の區別 

わないものと考 

慮されたい。

Antaŭ ol ni trastudos la japanan m让on, mi citos ĉi tie la kosmo
gonion en Luĉu-insulo, kies popolo en malnovaj tagoj disbranĉis de la 
prajapanoj. La popolo konservas al ni multajn legendojn en la formo 
de eposo „ Omoro.a^ La legendoj, oni diras, estas influita de la 
prajapanoj, sed mi opinias, ke ili estas pli prim让iva ol la japanaj 
antikvaj legendoj, kaj pli sude de Formoso primitiva prototipo estas 
konservita. Luĉuinsulo estas grava mitologie kaj geografie, por inter
rilatigi aŭ trenspontigi la legendojn de la japanoj kaj de la popoloj en
S. Pacifiko.7) La kosmogonio de Luĉanoj troviĝas en「中山世鑑」kaj 
「中山世譜」(ambaŭ estas historiaĵo de Luĉanoj), kaj ankaŭ ĝi estas 
pentr让a en la eposo Omoro・町 しa kosmogonio en Omoro estas jena:

En la komenco Suno, ĉefo de la dioj, serene brilis super la 
universo; en la komenco Suno, la dio de la Brilo, li malsupren rigardis. 
Li alvokis diojn Amamikijo kaj Sinerikijo, kaj diris,ハ kreu insulojn/4 
„ fondu la landojn/1 Tre multe da insuloj kaj ankaŭ multajn landojn 
laboris ili jen kreante, jen fondante. Sed Dio senpacienciĝis, (kaj li 
diris): M Ne kreu homojn Amamijajn, ne kreu homojn Sinerijajn, nur 
kreu homojn homajn.")

La mondokrea mito en la historiaĵo de Luĉu-insulo estas pli detala: 
En la komenco la Granda Dio alvokis la dion Amamik kaj diris:- 
M Ĉi-malsupre ekzistas loĝinda loko por dioj, sed ĝi ankoraŭ ne estiĝas 
insulo, ŝajnas al mi, ci iru kaj riparu ĝin!" Malsuprenvenis Amamik 
kaj rigardis, jen ondoj saltas de la orienta bordo ĝis la uesto, jen 
saltas ondoj de la uesta bordo ĝis la orienta, kaj la loko ankoraŭ ne 
estiĝis insulo. Do, li revenis al la supra mondo kaj faligis ŝtonojn kaj 
plantojn;li kreis multe da insuloj. Tiele, forpasis miloj da jaroj, 
homoj tamen ne aperis. Denove li supreniris kaj petis de la Dio 
homsemon. La Dio diris: 一 „ Multe da dioj loĝas en la ĉielo, kiel ci 
scias, sed ne troviĝas dioj, kiujn ni sendos malsupren, tamen mi ne 
povas esti indiferenta,u kaj li sendis malsupren siajn filon kaj filinon.10)

(Notoj)
1) N. Mucunioto : n Studo en Japana Mitologio.^ p.186. (citita el Diion.)
2) s. I. p. 186-187・ Dixon : „ Ocean込"p.19.
3) Dixon : s. I. p. 2〇. 4) s. I. p.156.
5) S. Nakada: 「アイヌ神話」n Mitoj de Ainoj u p. 16-17.

J. Batchelor : „ Ainu Life and Lore.14 p. 161.
6) Pri „ Omoro " Vidu; F・ Ifa: 「古琉球」„ Anikva Lucu u. 

„ Japana Esperantistou (1918, jaro XIII. no. 3. p. 30-31).
K. Ossaka: „ Perloj el Oriento/* p. 25-28.

7) B. Horioka :「日本及汎太平洋民族の硏究」„ Studo pri la japana 
kaj la generala-popoloj en Pacifiko." p. 400-40】.

8) M. Okupato : 「琉球人の見た古事記と萬葉」p. 48.
9) K. Ossaka: s. I.

10) F. Iĥi： ^Folkloro kaj Historio de Luiu-insido^ p. 431-432.



故佐々城夫人を偲びて

1.亡き師の君の面影 平川さだの

「まあ■森田さんお亡くなりになりましたね 

たいへん惜しい事ね。あの方ほんとうに御人 

格者でした。たいへん珍らしい方でしたのに 

ほんとうに惜しい爭です。」とは數日前、たま 

たま私を訪ねて下さった母校の副校長ミス・ 

タナーの流暢な日本語め御悔みの言葉でち 

る。
今を去る十四年の昔、師の君が母校.芝白 

金の香蘭女學校に敎鞭を執って居られた頃か 

ら、師の君の床しき御人格に心うたれ.かく 

も長き年月御跡を敬慕して來た自分であった 

が。

噫.今なほ生々しく私”胸をゑぐる御臨終 

のその日!口頃涙もろい自分が御臨終に販 

つけた時、あまりにも變リ果てられた御痛々 

しい師の君の御姿に、堪え得ず淚した日以來・ 

淚もすっかり乾ききった樣に、泣くにも泣け 

ぬ心地で居るのを、我乍ら如何した事かと、 

いぶかる程である。けれど.それはむしろ泣 

き虫の自分が泣く事も出來ぬ程の大きな心の 

痛手を受けたと云ふ事の.よきあかしともな 

るのである。 .

師の君の昔からの御友人や御知人は、西洋 

の方もH本人も.十人が十人口を揃へて神々 

しき君の思ひ出を語られ・心から歎かれた程 

師の君はすべての人々に惜しまれ.慕はれっ 

、此世にけだかき.よき印直を殘されて永遠 

に逝かれたのだ。

帥の君がキリスト敎のために働いて居られ 

た填の親しい御友人、ミス•ボサンケットは 

御母君に宛られた御悔みの御文の中に.
“ She was a wonderfully noble character, 

and she taught ine many things when we 

were vorking together''

と認められ在りしHの君の面影を偲び歎かれ 

たc 乂 "She was so uiiselfish r, ともほめた 

人へられたc誠に師の君の御生涯は、すべて 

に對する犧牲であり、自己否定であった。
御幼時から弟妹方にはよき姉君として御情 

もこまやかに、父母君には御孝心厚き御いと 

し子として御心をくだかれた君は・晓年まで 

も自己を全く人のためのいけにへとして終始

せられた。 ・・

御少女時代.鮫橋の貧民密に御自身の品物 

を屆けられ.禮を云はれるのが恥しさに大急 

ぎで飛んで歸られるのが常であられた、と御 

母君の御思ひ出も床しく御遗言に無産者への 

寄附を御母君に託された事と思ひ合はされ. 

師の君の御性格が御少女時代からすでに、弱 

き者.虐げらる人者に對する御同情に、如何 
に燃えて居られたかをうかがう事が出來る。

師の君が、御情のこまやかであられた事、 

殊に御母樣思ひであられた事は、街母君の御 

淚語りに承リヽその御優しさ、けだかさに泣 

き、胸もふさがるる思ひであった,、 

御病床にあっても、御心身の御惱みをよく堪 

え忍ばれ、御苦悶の中にも鎌倉に居られた御 

母君に御文を寄せられた。御年を召された御 

母君の.御先きに逝かれる事は申譯ない事と 

御母君に謝され御後々までのこまかい御心づ 

かいを御遺言なされし師の君の御心中、思ふ 

だけにても胸がつぶるる樣な心地である。

師の君の御面影を御偲びするにつけ、君の 

御人格のけだかさは、すぐれた御人格者の母 

君の、御養育の御賜物とうなづかれる。

師の君が豊かな御天分に惠まれ、御聰明で 

あらるる上に.御少女時代から何御不门由な 

くゝ御自宅にて英語.漢文、和歌、茶の湯等 

女性らしき床しき御敎養をつまれ、殊に誌學 
にはすぐれた御天分を發揮せられたCけれど 

も帥の君の床しさはその御歌.「反古なれと人 
には云ひてありつれど・我がうたは我が地上 

(??のかくれ家」によく偲ばれる樣に.常に 

謙遜であった。

師の君は又意志の方であられた。君の絕え 

ざる努力と、忍耐によリ、クララ命は今日ま 

で存在し得た事を思ふ時、如何に我慢强い御 

性格であられたかに驚く。しかもそれは御幼 

時から・貫した御性格との事である。

過ぎにし日を偲ぶにつけ、師の君の御跡が 

かぎりなく懷しまれる。大正十一年の初夏だ 

ったと思ふc師の君の御宅で.小さなお集り 

を催し、我盛三さんがザメンホフに就いて御 

話をされると云ふ御通知をいただき.出席さ 



せていただいて初めてエスペラントと云ふ言 

葉を知った自分は.君の切なる御勸めにより 

當時住學中の口本女子大學で、我さんの夏期 

講習を受けたのであった。その後師の君の御 

許に每週一囘づつ、婦人同志のみの小さな集 

りがつづけられ、輪講をして居た。滋咗の同 

志は、佐藤・伊牒、市河・薄井諸姉私等ほん 

の少數であった、刀 囘づつ故松崎克已さん 

が角話の練習にいらして下さったのも、その 
頃であった。この小さな集りがクララ令の芽 

生とも云へやう。師の君と松崎さんの流暢な 

會話が.今もなほ耳に響いて來る樣な心地が 

するのに・御二方とも御他界なされてしまっ 

たのだCあの頃の同志も・全部家庭に入り、 

殆んどちりぢりになって居る。大正十二年頃 

は、時たま川崎なつ先生が師の君の御病氣の 

時など代って御敎へ下さった。相馬夫人が見 
えてエロシェンコさんについて語られたのも 

或は知名の或は未知の男女の同志が、よく訪 

ねて來られたのも、又親盹會を催しロスコー 

氏・ケーシーさん等御招きして、樂しく遊び 

幕したのもみんなその頃から十四年頃の思ひ 

出であった。

かくて.小さき芽も、師の君の絕えざる御 

丹誠により次第々々に延びて、十四年の春に 

はクララ會の名で、此地上に生ひ川たのであ 

った。當時から十五年の東京の大會頃までク 

ララ會は帥の君の御カ强き御導きのままに、 

或は講習會に・或は講演會に.或はその他の 

あらゆる集會に.かなり活動的であった樣に 

思はれる。當時西成甫先生、秋田雨雀先生. 

井上さん・守隨さん.故粟飯原さんには、ク 

ララ會はいろいろとよき御導きいただき.今 

もなほ感謝して居る。殊に秋川先生.西先生 

が・師の君の逝かれしあとあとまだ寄せられ 

し、君への浜實なる御讯意を.身にしみて嬉 

しく思ふ。

過ぐるF!のかうした思ひ出も、今は亡き伽 

の君のために、悲しい昔語りとはなってしま 

った。
噫・師の君は御多難なりし御晚年をも、よ 

く堪え忍ばれ・培はれし美しき實を殘されて 

永遠に安らかな息ひにつかれたのだ。

半生を捧げし亡き師の君の御跡を迟慕しっ 

ゝー步一涉を踏みしめて行く 〇

昭和八•七・ニニ

2・ Rememoro pri nia kara gvidintino, Sinjorino Sasaki.
I. Kurijama, Klara Rondeto

Frapate de la doloriga afero, la morto de nia kara gvidintino, ni nun estas tute 
depremataj. Laŭ la skribaĵo de la antaŭa numero vi jam bone komprenis kiel la foririnto 
estis talenta lingvisto kaj gvidis junajn virinojn lerte, fervore kaj bonkore. Mi volas 
iom paroli pri la karaktero kaj privata flanko de nia gvidintino.

Antaŭ kvar jaroj en angulo de klasĉambro kelkaj lernantinoj sidis ĉe forno kaj 
babiladis kiel kutime pri diversaj temoj, pre cipe pri sia estonteco, ĉar ili estis finontaj la 
postgradigan kurson post du monatoj. Tiam unu amikino diris al mi, ke ŝi prezentos
min al tre klera kaj 
Post kelkaj tagoj mi 
sonorilon renkontis nin

bonkora sinjorino, kiu havas justan opinion por sociaj demandoj, 
vizitis la sinjorinon ĉe Koĵimaĉi kun la amikino. Responde la 
unu virino havanta la aĝon de eble kvardek, en bruna lana jupo 

kaj kotonaj ŝtrumpoj. Tiu estis sinjorino Sasaki. Kun ŝi ni iom parolis kaj adiaŭis 
pruntante kelkajn librojn. Tiu vizito forte impresis min, kiel ŝi estas serioza. Por redoni 
la librojn refoje mi vizitis ŝin kaj estis konsilata lerni internacian lingvon Esperanto.
Kontraste la laŭmodan sonon de Esperanto, ŝia aspekto kaj sintenado neniom donis al 
mi tian senton, sed tre penseman eĉ puritanan. Ŝi estis trankvila kaj modesta^ Ŝiaj 
vestaĵoj estis simplaj. De tiam mi viz让adis ŝin ĉiusemajne por lerni Esperanton. Post 
la decid让a leciono ŝi kutimis aŭdigi malgrandan paroladon esperantan, kies temoj ĉiam 
estis sociaj demandoj. Jen ŝi parolis pri infankomisiejo, jen pri la bonaj sociaj aranĝoj 
por infanoj kaj patrinoj en fremdlando. Uzante facilajn esprimojn, ŝi lerte klarigis al ni
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波蘭敎育會に工久語部

A・ゝむrkowicz氏の努力に 

よりボーランド敎育金の中に 

エス部が設けられた。そして 

6 niir!に敎育家のための最 
初の普及講演會が開かれB. 

Strelczyk 氏が "Sur vojo al 

reciproka interkompr（ nigo n 

といふ題下に講演をなした。

このポーランド敎冇會 

（Zwiazek Nauczycielstwa Pol

skiego） は同國の敎育家の團 

體として故も權威あるもので 

ワルソーに事務所をおき五蔑 

の會員を擁す。而して數種の 

敎育方面の雜誌を出してゐ 

る〇最近その報誌にエス欄を 
掘く事について（特に遍刊の 

Gios Nauczpcielski にエス講 

座設!?C幹部は之を承認した。 

猶同會の事務所の一室をエス 

部のため提供した。

H本の帝國敎育禽も十年程 

も前に東京でエス講習を開い 

て四五百名の參加者があった 

がその後は一向何もやられな

い樣である。ポーランドの敎 

疔會をまねて大いにやっても 

らひたいものだ。それには敎 

育會■會員で同志である人々の 

御努力を切にのぞむ。

瑞典敎員エス 

ペラント聯盟

6 刀 2 U Norrkoping に 

Goteborg の Thorsteui Torbjiir 

氏の司會の下に年次總會を開 

ffli,會員は2〇〇名との事。ス 
エーデ・ンでは Eskilstuna, 

Goteborg, Norrkoping, Stock- 

holm の各都市には敎員だけ 
のエスクラブが存在してゐる 

と。猶同阈敎厅方而の雜誌は 

エス述動に好意をもってゐる 

と。

そして敎員のエ講習を今夏 

Stock hoiinの近くの（北方） 

小祁會Osthammarで開きプ 

タ ペ ストカ»らFerenoz Scilagy 

博士を聘してその指鱒主任と 

する事になった。勿論この講 

習は初聲・屮咨、及び講習指 

導員のための三科に分つ。

□本でもこういった敎育者 
中心のエス團的が結成される 

日の一Hも早からんことをの 

ぞむ。

父兄協會の 

エス語敎授上申

ハンガリ-で先般文部大臣 

が各力面に對し中等學校力敎 

育改善について〇意見を徴し 
た時 Hungara Asocio de 

Gepatroj （學童敎育に關する 

父兄の團體なるべし）では・中 

等學校の正課にエス語を導入 

すべしとの意見を上申したが 

遺憾ながら採用されなかっ 

た〇併しこういったneespa- 

の大僧!體がエス語に^vora 

な上巾をした事は愉快であり 

又その上申理由は中等敎育の 

學課の過亟を（主として外國 

語の事? 救ふためにエス語 

を導入すべしとなす點も結稱 

な茅であるご

Politika Socia Revuo
發 刊

今度巴里の しibrejo F61ix 

Alcan （108, Boulevard Sainte 

Germain）から表題の様な政 

治社會雜誌が創刊された。こ 
れは一年四囘發行で年40フ 

ラン（佛貨）であるが裁版よ 

りもやゝ大きな型で8〇頁の 

大册でエス界に於ける劃期的 

の大雜誌である〇編纂指導る 
員はしille大學敎授B.

tiajn komplikitajn demandojn, per kiuj senkonscie ni kompreniĝis la veran celon de nia 
movado. Vere ŝi estis la patrino de nia koro. Ŝia sopiro por socia justeco estis tiel 
varmega, ke ŝi etendis sian manon por helpi la batalantojn de emancipa movado. Kaj 
por si mem ŝi estis tre severe kaj vivis tre modeste. Eĉ kiam ŝi fariĝis malsana, ŝi ne 
ricevis ian konsolan objekton. Preskaŭ ĉiutage maltrankviligante la malsanon disciplinoj 
vizitadis ŝian pordon, sed neniom povis plifaciligi la korpan doloron. Fine antaŭsciinte 
sian morton ŝi finis la respektatan vivon vespere en la 18 a de Junio. Ŝi estis ateisto. 

Kaj mi mem ne scias ĉu ŝia animo ankoraŭ ekzistas aŭ ne. Sed al ni certe restas la 
standardo, kiun ŝi ĉiam montris kaj instigis nian koron:

"Propagandu Esperanton al virinoj kaj infanoj !

Utiligu Esperanton por virinoj kaj infanoj!M
Ja estas nia devo transpreni la standardon sur nin kaj penadi por tio.



場やしakokraska工場誓の諸 

工場でエス講習が開かれてゐ 

る組台會館でもエス小團#5が 

活躍してゐる。どうも從來は 

組合幹部はエス語にあまり好 

意を示さなかったがモスコ- 

ではすペてエス語に理解があ 

り8000ルーブルの補助金を 

エス迹動に出しゐるほどであ 

る〇猶乂 esp-istojの會・台や展 

覽會のために無料で會場を提 

供されてゐる。

★レニングラードでも委貝會 

が普及運動に活躍してゐる。
Viborga 及 Narvska 兩地區 

の文化會馆では講習が開かれ 

てゐるc
★ウクライナ Harkovo市で 

は技師や技術員の間に會がも 
たれc Kremenĉug, Orinim 等 

でも展迸會その他あリ〇

Lavergne, Boni!大學敎授 

Fritz Kerri, Liverpoo!大學 

敎授、V・ E. Collinson. L. 

Bastien將軍、しilleの高等學 

校敎授G・Waringhienの諸 

氏がなってゐる。

創刊號の內容はCharles 

Gide の しa Respublikoj de 

la Jezuitoj en Paragvajo, 

D-ro P Jacob の Efikoj de 

la Ekonomika Krizo sur la 

Spirita Vivo en Germanujo, 

Siegried の la Franca Karak

tero vidalvide al la Moderna 

Mondo等可なり注目すべき 

ものが多い。

ロシャ最近のエス運動

★モスコーでは當地エス委員 

會が市の勞働組合と提携して 

活動を始めStalin自動車工

:【217頁より續く】

い。第二種(B)のものが一番亟;要で數が多 

い。その次は第一種(A)でちって第三種(〇) 

は一番少い。)

所で以上の表によって考へてみると「itaを 

用ひるのは話し手の話の基準とする時刻に關 

して動作のantaŭtempecoをハッキリと示し 

た時にのみ限るのが望ましい」と云はれた君 

の意見と衝突することがわかる。君の蔵見で 
はE及Cの動詞に於てaoristoにataを 

用ひよと云ふのだが併し一般の用法及び論理 

はimperfektoと區別するためaoristoにita 

を用ひるべきことを示す樣だ。……云々』と 
のべてその次へZameliof博士の噪年の用例 

としてAn lersenのFabelojの第3卷から次 

の如き用例をあげて自說を裏書してゐる。

c之等用例にはラテン語譯あれど省く)
(1) pĝ. 41. Li plej aĝa proponis, kc oni

faru.......ekspozicion ; kaj tiu propono estis

akceptita (aoristo)
(2) pĝ. 103. La historio rakontis pri hungara 

kavaliro, kiu estis kaptita (plushnmp.) de 

turka guberniestro・・.

(3) pĝ.104 Preskaŭ nekredebla estis la 

elaĉeta mono, kiu estis postulata (aoristo)
(4) sama pĝ. Ĝuste tiu guberniestro, kiu 

e^tis ordoninta aljungi l*n al la plugilo.... 

fariĝis nun lia kaptito, kaj estis metita (aoristo)

★クリミヤ Jaltaでも展覽 

會が開かれた等々じESR各 

地にエス運動が進展してみ 

る。 t

洪牙利のエス・ターゴ

プタペストのハンガリーエ 

ス會では委員會の決定に基き 
今年は國內人會をやめ8；]12- 

15日をエスペラント・ターゴ 

としたと。このII時をえらん 

だのは當時同地にひらかれる 

少年團大伶のĵamboreoがあ 

るからである。參加者は鐵道 

の割引をうける。Programo 

は12 日 interkonatiĝa vespero. 

13日市内見物、ダニュ-プ河 

の舟遊〇 しiteratura Vespero. 

14 [j Ĵamboreo 訪問〇 15 日 

各自自由行動。

de li en la malliberejon

(5) sama pĝ."・・・ donu al mi la eblon 

morti kiel kristano.Kaj lia peto estis p'e- 

numita (aoristo). Tiel rakontis la bistorio, kiu 

estis voĉlegita (aorilo)・
(6) pĝ.113 La maljuni fraŭlino povis 

trovi uzon por ĝi, kaj tial la botelkolo.. .estis 

provizita (aoristo) per korko kaj tiu ĝia parto, 

kiu antaŭe estis tuniita (pluskvamp.) supren, 

nun estis turnita (aoristo) malsupren.

最後に能動形と同樣受動形に舸いてもim

perfekto とaoristoを合併してpreteritoとし 

て同一の形にごまかしておいた方が一層har

monia であるとは僕も考へるがしかし事實は 

そうでなく上の樣である。……云々』

以上の如き反駁の公開狀であるがこの 

Waringbien氏の駁論はJung氏の說明を眞 

向から粉碎せずその考へ方の根本に橫を入 

れて同氏獨特の「動詞の分類」と「動詞峙制 

の分類」：同氏はフランス賂を母語とする人ら 

しいからフランス語の複雜な時制をその根抵 
にもってきたもの)によってJung說を反駁 

したのでその點反駁論としてはテヰパキして 

をらぬが動詞の分類や時制の分類に今後の工 

ス文法硏究上に大きな示嗟を與へるものであ 
るのでこの點ata-ita問題よりも却って價値 

が多いかとも思ふので少し長くなったがこ人 

に貴頂な頁をさいて紹介した。(J・〇)
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rti• 緒 7月13日迄到着の分。報道は日本文で。迅速に〇ハガキ
I勺 mE rU 迅 へ。明瞭に。寫眞はなるべく臺紙無きtの。C返戾せず）
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カメラを通して運動を見る
Ftmninm 1111111nnnii 111111111111111111liui 111111 inniiiiiiuiiiiiiiiiuunn

障容筈った早大エス會

5 ）i18日新入生歡迎をかねて 

（早稻口人びエス會）

藍還親堆氏歡迎の集ひ

6月门目宮堆縣公會堂にて 
（宮崎エスペラント會;）

東京學生エス聯盟春垂誌會記余

6月U） Ĥ早大天隈會館前にて

・で:よ 
む濾爲如

福知山の初辛执瞽記念

右よリ〔前列〕佐々木.嶺田ヽ村田講帥）. 
喜多（運愉爭務所長）、垣內.岡野、屮川。 
〔後列〕大谷（會代表）、上原、久保寺、石場. 
浦田.室谷、授谷川、林.主計、秋田.戶田
の諸氏（福知山鐵道エス會）

九州日々新聞主储増二回谦習れ念

前列中央神尾氏その左山本溝肺、同左端加 
藤氏、最左端立てる人田中氏（同社社員）、中 
列右より三人fc|から高本、坂崎兩氏

（熊本エスベラント會）

小樽での岡田氏歡迎倉

右より〔前列〕苗村、松山.浪越.岡田、 
近裁、戶谷・宮部、佐睦、長谷川、銅谷。 
〔後列〕關野・大谷、繼井.萩原、坂下・藤 
川・江口.小安、宮本、福田の諸氏諸罐。
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臺灣綠化運動
昨年12 4,5日の二||臺北翳專講堂にて

開供された第二囘全島エス大伶に海外宜傅課 

代表Josef Major氏と本會代表として幹游）1' 
上照月氏が參加したが.冋大會を契機として 

成立した全心有名都市に於ける”町or氏の講 

演會（井上氏通譯）は異常な好評裡に多大の 

收獲を得た。M jor氏の講演は直援エスペラ 

ントの宣傅をせざりしも、エスベラントによ 

る講演を通課つきでやる事自觀が間接的で而 

も結果に於て上リ以上の効果を收めた〇特に 

同氏は絕對に同一那演をさけて聽衆の顏ぶれ 

に應じて自在な話しぶりをやった事が成功の 

内をなした。講演は學校.各中等學校、公開 

講演で・囘數は約卅冇餘囘、延人口七千名を 

越え、これに毫北放送局にてなしたる放送講 

演わ聽取者を加算すれば優に蔑を出るC「エス 

ペラントは現實の盲語である事を痛感しまし 

た」は艇々繰返へし井上氏が聞かされた言菜 

である。いづれにしてもエス運動の爲に喜し 

い事である。講演都市は毫北・基隆、新竹. 

南投、楽中・韓義、二水、西螺.崟南の郝市 

でちる。

井上照丿J氏は^fajor氏と共に满演終了後離 

礙の筈の所、各地よりの講習申込み殺到し、 

獨りとじまって耋北をふり出しに基隆ヽ盘中. 

嘉義、塞南、高雄ヽ澎湖島の各地に於て中等、 

初尊の誹習を指導した。中等科はRekta 

Metodoを便用した處ゝ豫期以上の効果を收 

め彳*た由。人員は平均一囘卅名で.盘に於て 

は少いが.質に於ては非常によく皆非常に熱 

心に摩習した。今後それ等の人々の中から活 
動的egistoの出現が期待され得る。斯し 

て半歳を越ゆる花々しい綠化運動を終「して 
6刀S日建萊丸にて井上氏は歸鄕した。

〈エスペラント普及會報〕

厂人間理學」のエス譯完成
あらゆる祉會科學の文獻を涉獵されヘーゲ 

ルにもマルクスにもカントにも滿足せず新た 

に獨自の境地にた'れて完成された人生觀社 

會觀經濟理論を一丸とした岡本利吉氏（先年 

末富士山施に共動學校を營まれ敲近横濱郊外 

に純眞學園を營まれてゐる方で眞挈:な社會遲 

動實线家である;）の「人間學美敎」は最近一 

般から多大の注目をひいてゐるが同氏は旣に 

同笑敎の總典たる「人間理學」の一部分を數 

年前から"Evangelioj de Belisnio "の名の下 

にエス譯して小册子の形で出版されてゐたこ

とは衆知の亭である。今度右「人間理學」の 

全譯が完成したc ・

その譯書は四六版350頁の堂々たる大册で 
u Vera Vivo Spirita kaj Materia n と題して 

出版される事になった〇こういったカ面にこ 

んな大册は我エス界にとって空前の事で為 

る。然も同書は僅か（送料8錢）といふ 

至廉である（學會にて取次ぐ）。

去る7月7日Y]\fCAにて「人間理學」工夫 

譯完成祝賀命があったがその際出席ら記者は 

同氏から上記「人間理學」め分册に對し世界 

各國のesp-istojから多大の反鄭があったと 

いってそれ等の通信を切拔帳へ貼付されたも 

のを示されたcそれには百通以上に及ぶ各國 

からの書信がはられてゐた。

我々はこゝにこの空前の大著の完成を祝福 
し併せて社會■問題に興味をもたる、方々の一 

讀をおすゝめしたい。

人の道敎神殿にて
夏期早朝エス倉話會

エス語角話會は此頃全國に無數にあるが早 

.朝の會話會は恐らくこれが始めてであろう。 

大體宵っぱりの朝寢坊の多い（？：;我がニス界 

に之は又耳よりな話。指導者は最近「ひとの 

みち」敎に共嗚されたエス魏課壇の雄下村芳 

司氏。8乃!日から每□やります。（日曜も無 

休人早朝4時45分迄に港谷區宇旧川町33 

（谧谷驛より徒步1〇分）松滿氏邸前に集合 

の上エス語で話しエら溢谷神山に新築の「ひ 

とのみち敎團」の神般に參詣名士の敎話を6 

時半迄聽き直ちに朝食（實費五錢見滋）7時 

から神殿ベランダにて代々木の原を見晴し乍 

ら gajega kaj bonhumora babilado をやり隨 

時散會すると。（參加希望者はS月1迄に松 

原氏宛审込のが。會費朝父實費以外一切不 

要J人の逍敎にエス語が活用されるHも遠く 

はあるまい。同志諸君の支持を望む。

岩波講座の「エス文學」
一般雜誌のエス講義

★岩浪溝r—旣に本誌で紹介したが岩波祷 

座の「世界文學」第ハ囘?ffi本（七月）の中に 

は小坂狷二氏の「エスペラント文學」が加〜 

られてみる。

★名古屋嘗率新誌第七卷第6號（本年4 JJ2（y 

日發行）から矢崎富美人氏の「エスペラント 

講座が連毅されてゐる。講座終了後は引つヾ 

き醫舉論文の譯註を連載すると。（同誌は菊倍



227

版2〇頁每月二囘發行。名古屋市中區白山时 

名古屋醫事新誌局發行1部25錢年額5圓）。 

★「81村青年」（月刊雜誌）は標題に"J^na 

Kulturantonとエス諳を揭げ、每號犬頁宛厂初 
等;エスペラント講座」を設けた。下村芳司氏 

が執筆。〔十年七月創刊菊版辺。頁見本一部 

幺錢一年2圓。束京市杉並區阿佐ヶ谷一 ノ六 

九三、日本農村靑年聯盟發行〉。反響次第本誌 

は更にエス語欄を械張する由。激勵の辭を同 

社宛送られたし。

★「海外巒展」（月刊雜誌）は標題を“Ekster 

landenvとエス語乞にし本年一月から發行さ 

れて居る“四六版32頁一册久,錢一年2训） 

東京市杉並區阿佐ヶ谷一ノ六九三、海外發展 

社。社長は先年エス語で南米を視察し、北米 

を綁て歸朝された同志佐蘆勇治氏である〇

AELA Ĉ日本の作品
Literatura Monde の計畫になるAELA 

（エス書豫約購讀者の會）は本年始めての試み 

として多大の成功を收めつ、あるのでネ年は 

新しい計畫をすゝめる爭になって口下出版す 

べき作品を選定中であるそうだcその候補の 

中に下村芳司氏の譯した谷崎潤一郞氏のIお 
艷殺し」がのってゐるそうだ。併し之につい 

てはまだ十分決定してをらない。もし日本の 

同志が口木の作品の出現する事を大いにのぞ 
んでゐる意味の步がし.、匚の方へったへられ 

たなら先方でもよろこんで日本の作品を入れ 

る爭になるだろう。それで同作品がAELA 

から出版されることを希望さるゝ諸君は奮っ 
てしiter. Mondo誌宛にどしどしkuraĝigiさ 

れる事をのぞむ。

猶下村氏譯の菊池寬氏の「藤十郎の懋」は 

Literatura Mondo就から近々出版される由〇 

猶その屮には冋誌で發表ずみの同氏譯菊池寬 

氏の「仇討以上」及「奇蹟」も加えられてゐ 

る答〇 に’ 5

各地報道
【東京】Arĝenta Kunsido）Nova Kunsido 其 

他各侖議會"はviglaに活動をつづけてゐるc 
★：月8 ||14時から學會樓上でエス文學硏究 

會（SEL）主他にて秋田雨每氏を中心とする 

文藝座談會があった。出席者40名以上の多 

数にて盛會であった。始め秋田氏が50年間 

の文藝生活について話された。その後で出席 

者よリ種々質問をなし秋旧氏の囘答あり〇 

出席者一同大いに滿足された。

★同日1$時よリ水道橋愛光舍にて秋田雨雀氏 

誕生50年祝賀•會を開儼。之亦會するもの46 

名の多數にて些か場所の狹隔を感じた。朿京 

エスクラブと文學硏究會の共同主催〇耳會に 

はクラブの小此木氏之にあたり晚烫後卓上演 

說としご岡本.梶ヽ泉、三氏の話についで秋 

田氏力感謝の辭あり後小坂、大島、比嘉■中 

垣、廉等諾氏の話ありその後出席者全部の自 
己紹介碱paroladetoありて散命。

★溢谷paroiadeto練習命——每適火金午後六 

時半からハ時半迄、谧谷附近の同志が相會し 

てParoladetoの練習をする事になった〇僉 
場は谧谷區宇田川町33松原滿氏方。下村芳司 

氏が指尊に當る。會合中は一切日本語を用い 

ず。時には国議倉となり、時にはしingvaj 

Demandojを皆が持ちよって大いにdiskuto 

をやる。毎囘茶菓其他が出ます.その代り會 

費は一ケ川金二圓〔前拂）で.今後は便宜上、 

—hh!席毎に二十錢と云う事にしようかとの 

提案もあります。溢谷附近同志の出席を歡迎 

します。（但し每月第一會合日にはRevuoを 
持參のこと）。

★クララ會一故佐々城松榮夫人を失って大 

打繫をうけたクララ會は一部閉鎖說もあった 

が故夫人”遺志をついで存績しカ强く今後の 

發展を期することになった。猶同會级務は來 

京府北多摩郡多摩村下染屋1034栗山五百枝 

孃が之に當られることになった。

猶去る7 /] 9日13時半一】6Bf YWCAに 

於て故佐々城松榮夫人の追悼會を行った。出 

席者!3名。互に思ひ出を語り合ひ今後の伶 

の方針等を協義した由。

【横濱】橫濱エス協會 木舉日例倉は最近 
多數新人の參加により・每囘出席者2（）名以 

上と言ふ盛況。例會部委員飯田氏の適切な 

指導の下にgaja humoro.を醮し出してゐる〇 

一般參加大觀迎。・ Y・ゝV. C.扎に於ける敎 

育部委貝吉田氏指導の女子中尊講習會は間も 
なく終了"ノ豫定、以後はvirina giupoを組 

織し大活璀する由c

【小梅】こんど廳立小樽高偉女學校に榮轉 
してこられた前富良野高女敎諭そして.富 
夷野エス會々長であった岡田千里氏を迎へ 

て、小梅の同志は七月四日午後七時から玉の 

家で歡迎1&をひらいた〇會する者二十名。近 

來にない署さのお蔭げで汗だくだく。會は先 

づ福山氏司會の下に『エスベー口』の齊唱。 
松山堆のsalutoにはじまり.次いで福田氏 

まづ劈頭.佐々城松榮女史に就いて數書.女 

史の死は我が國のエスペラント運動、就中 
virina rondoにとって大なるifl失であるとそ
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のSalutoを枯ぶ、次いで小樽エス倶樂部の 

苗村孃のBonveniga saluto,小樽エス會の藤 

川氏のSaluto.岡田千里氏のDanksaluto.札 

幌から來樽された浪越氏。小樽エス會の近藤 

氏。坂下氏。江口氏。小安氏。などのSaluto 

があり.續いて餘興にうつゝた。餘興は小梅 
エス俱樂部の齊唱"Diru la vorton kaŝitan en 

koi*'”藤川氏の端唄。小樽エス俱樂部のハン 

ガリヤ民謠u Tra la stratoj."近藤氏のエス 

譯『デカンショ』。關野孃の『おしゃれ男』の 

獨唱。小樽エス俱樂部のFraŭlinojの輪唱 

"Remu, remu laŭ la flu.n 齊唱"Patro kaj 

Filovそれから、それへとRido kaj Ridego. 

十一時u Tagiĝo 齊唱後散會。（寫眞參照）

【名古屋】名古屋エス會では6月14日19 

時より東區硏屋町太平洋火災保險會紅にて 
Duamerkreda kunsido （會話會!を開く當番 

幹事竹中、生憎の雨.殊に雳鳴さえあったの 
で出席者は6名にすぎなかった22時散會■〇 

「竹中氏報）
【大阪】 大阪Esp・會・例會=每適火曜大 

江ビルでZamenhof 3（本硏究。第三火曜は會 

話練習會にあて人Trapezoで。例命では次 

の特別講演尊があった——5月9 U R. 〇. 〇 

月號合評、仍藤幸一氏"Kiel ni decidas 

grandecon de ĉambro ? 黑崎誠氏「良書紹

介」池川淸氏（大阪市役所に勛務）松本鼎氏 

（結婚：）の挨拶。5月16 ロ會話命hungaro 

Fedoraikと雜談、〇月23日就間常太郎氏 

「Ep.日本輸入の三系統（露英佛ノに就いて」 
Fedorĉak " Rimarkoj al jap. S-anoj pri la 

vortoj * eble，kaj 1 valori '・”伊藤幸一氏"Pri 

la lasta pikniko n 5月30日桑原利秀氏「高木 

氏铠氣工學Esp.術語字典の紹介 松本鼎氏 

n'edo Ĉak引きずり談（造幣局、痂療養所、 

動物園見學）」。6月13 || R. 0.6月號合評。 

6月20日會話會、川崎直一氏44 Prezento de 

tri novaj libroj "高橋綾子氏"Vortenigmoj.^

6 月 27 H 川崎直一氏 FHungara Esp-poStokarto 

紹介」桑原利秀氏「SoiHhend・on-Sea Esp- 

gvidlibro紹介」進藤靜太郞氏「□本エスペラ 

ント學會の財政に就いて」（その發展の基礎、。
7 月 4 日桑原氏!Hungara Esp-poŝtokarto に 

就いて1CKからのpetoj進藤氏「Heroldo 

de Esp.取次ぎの新方法」進藤氏「Al la 

Fratoj歌練習」。「エスペラント」友の會=6 

月6日。參會者23名、Espero齊唱■尿崎誠 

氏「國際文通に就いて」伊藤幸一氏rGcorgo 

Dondin紹介」レコードをかける、"Patro kaj 

Filo ??歌練習、Esp-Lemanto 6月號合诽、

Tagiĝo齊唱。遠足=3 f] 21日南海電車沿線 

水間觀音へ。Fedorĉakも一緖に14名c中 

等講習會=5JJ12H-6月14日月水兪〇溝師野 

村孃・多田嬢、壇辻、黑崎.進藤諸氏〉受席 

生9名、委貝會=6月2□。7 〃 7日〇會合像 

定其他協議c '

★ ★★大阪Esp.會ハ月例會豫吿
每遍火曜午後正7時一9時（會費3錢）

大江ビル（堂ビル橫東入一丁）——第三火 

璀は特に會話會でTrapezo （平野町御堂筋） 

通常例會ではZamenho »本語法硏究の外次 

の特別豫定ちり ー8月!日=黑崎誠氏“ Pri 

presarto （litografio）.n 8 月 S 日=R. 〇.合評 〇 

8月】5ロ=會話會。8月22日二「エスペラン 

ト」友の會。8月29日=隅谷倍三氏u Mia 

germana Korespondanto D-ro Fr】eaman.

【尼崎】 尼埼エスペラント會6月27日よ 
り7刀20 H每週火、木・土曜H19.5時より 

21.5 までi|j立商工實修學校に於て初等講習 

脅開催、短期講習書を以て講師O・E・S•伊藤 

氏、參加者4名熱心に硏究中。會員は每木曜 

日同校に於て、】9時より21時まで「カール 

□」輪講會を續行ゝ
【京都】Verda Rondo（京都佛敎egisto 

交換月例會）一旣報六月例會は至極盛會。7 

月X月は學生休暇不在につき休符。9月は髙 

倉エス會司會。時日は未定。多數同志の參會 

をのぞむ。犬體爲方より逋知するも參會希望 

の方は前以て御照會下さい。

【神戸】★神戸エス協會ーノ、ンガリヤの 
同志Fedorĉak氏は去る6月15日C木'大阪 

より來神、高松氏の案內で市內を見物し晚は 
神戶エスペラント協會の會話會にのぞんでか 

れ獨特の愛嬌を以エニ時間の旅行談をこころ 

みた。會するもの1〇數人、みなで閉會後茶 

話會をもよほし嘗夜は同志月本氏のところに 

とまった。. 1

★Fedorĉakと神戶商大。6月16仏 來神中 

のFedorĉak氏は原木氏の案內で神戶商大を 

おとづれた。學生主事室に主事河部氏主事冊 

藤原氏と面會し原木氏の通譯でロシャの現狀 
を約二時間にわたりとき、兩氏をこころから 

滿足せしめた。時間の都合上學生に對して旅 

冇談をこころみることは不可能におはったが 
學生課の名においてFedorĉak氏の來學を報 

導したことは一般の注意をひくに充分であっ 

た。
【宮崎】 宮埼エス會ーー6月1】口前9時よ 

り非常時國民運救協議會へ講師として來宮さ 

れた蘆澤親雄氏を迎へ.縣公會堂に歡迎茶話



會を開く。出席者’〇名.氏の美しいEsp・に 

三嘆しながら2時間に直って有益な御話しを 

承はる（寫眞參照人・盛況を續けた初等講習 

は6ル末口を以って終了したので.引續きイ 

ソップ物話に依って崎村徳次氏指璋の下に硏 

究屮、初講終了者臥名。・初等講習指導の 

爲特に出發を延ばされた山下民之氏は初講終 

了とともに上京Kuracadoに從事されること 
になったので7月1日、南廣島通り杉田氏邸 

に;^て送別會を開く、出席者3名20時より 

站時迄歡を盡して散會、翌2 Hは同志2〇牝驛 

頭に綠星旗を押し立てEspero合唱裡にその 

有を送った。

【京城】 桑原星羽氏が講習會を開いてをら 
れる。II峙は每日9時半及19時より各1時間 

宛。初導及中等科。命員數目下20名。

學•生・と・エ・ス

★學生エス聯娶 去る五月聯盟通信第二號を 

發行したq加盟各校の情勢報吿であるが.一 

號に比し內容の充實してゐる事は、各校の述 

動のviglecoを示すもので喜ばしい事である。

【東京】學生聯盟ーー春季總會6月10 F!ヽ 

窗番校早大エス會のaranĝoの下に.】印导よ 

り、早稻田の稻門堂階上で開催c出席者17 

名。エスペーロの合唱に始まり、早大中村君 

の開會の辭ヽ慶大塚田君の學生聯盟報吿があ 

り.之に次いで各校代表挨拶、自己紹介・來 

賓演說・協議の順序で會は進行した。來賓岡 

本、泉.安井氏のエスペランタ・ノヾロラード 

は非常に益する所多く.最後に安井、泉兩氏 

の愉快なKantadoで會を閉ぢた〇協議で決 

定した事項は次の通りであるC

1. テルス會話會は夏季の間每週開催,

2. 次囘司會校千葉醫大。

3. 副委員長を塚FH君慶應）が辭任、杉出 

君慶應）が後任。

斯くして散會後大隈講堂前で寫眞をとり、更 

に有志數名が殘って,teejo4 Vicio巧"で安井 

氏のParola Metodoの話を聽く 〇（寫眞參照） 

大舉本年三月北原君の卒業で bona 

gvidant〇は失ったが.一學期からは現角員が 

各努力してゐる。初等中等講習は六月中旬を 

以て終了し、來學期は又新たに開講する豫定。 
★ミタベスペーロ 四、五、六、七月の每第 

一土曜19時より21時迄三田明菜地階で愉快 

な會話會を開いてゐる。尙ハ月は中止。 

★七月十日、機關紙Amikeco”を發行した。 
★早稻田大學——7月6 H機關紙第五號の發

行を完了第一學期の授業を大成功裡に終へて 
目下第二囘夏季合宿事業の準備に多忙であ 

る。♦Sodaj Amikoj （早大エス命主催會話會 

——每囘慎華な學究的態度を以て進められて 

ゐる。ハ号は休會。九月からいよいよ第二期の 

活動に入るべく全員懸命に對策の考慮中（第 

三土曜夜七時新宿明菓二階）一般參加歡 

迎! ヽ

【京都】★龍谷大學一昨年め川から佛敎 

の世界紹介を目指して活躍Iてきた我校の冋 

志は日曜夕に會話會を續けた。又土曜放課後 

は稻田氏指導の下に硏究をつヾけた。昨秋初 

導諜習を開催,柴山慶.秋山文陽兩氏の扌旨導 

の下に。其後各佛敎大學の同志の會合その他 

に參加した。今年になっては去る5月1日よ 

り講習會を開催、菜山氏指淳。5 JJ 4日臨大 
のエス展に出席した。5 JJ 21日宗祖降誕祭に 

は展養會を開催して多大の成績をちげた。同 
月28日には京祁エス聯盟の寵岡へのPikniko 

に參加した。

★闊濟宗大舉 6月22日第一學期最後の會

合を催す。休暇屮の申合せ。1•會口相互の通
信を盛んに。2. paroladetoの練習。3.小さ 

な®«譯.創作。4.或るtekbtoによリ來學期

早々試驗を課すこと以上。

・新。聞•雜•誌・と・エ・ス・

言匸★北海タイムス（6月刃日）北
赣も 海逍におけるエス運動に就いて 

（中村久雄氏）。

★大阪每日〔6月29日）（阪神版）講習豫報 

★人類愛善新聞〔6刀23日フエス語での通 

信（記事）。
★電氣自由新聞7月5日）ーー國際電話の用 

語について---（高木氏投）

★贖費新聞C6刀21日う北海版エス會館記事 

★時事新縊（7月Ilfi）投誉欄「エスペラン 

ト」（メイゼン投）

占ヨ ★北光（第十六號）エス文欄ちり。 
I料兰一 Paradizo surtera （中村久雄氏）其 

他。
★國際語硏究第4號Cフロント社）單語の 

意義の法則（1-13.略語と略字1岡虞入日本 

話の發展とかな使いの合理化（井上）・イギリ 

ス語學者の夢、ソヴェート同盟におけるesp. 

反對者の理論（Drezen）, Lingva komitato と 

Akademio （Eden）, ロ ーマ字を通じてのトル 

コ•タール文化革命（Bahtcjev）, Je.?persen :國 

際語史（3）（石黑）、Recenzo,便衣隊ktp.
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【各地報道追加】

【仙妾】★苫小牧エス會歡迎會一6月2 

Ĥ苫小牧工業生徒來仙、東北帝大金屬硏究所 

內の熱心なる同;む徳永氏の案內で、同硏究所 

を見學された。同校生徒中渡部敎諭引率の同 

志7名は、見學後、SES會員と歡淡・雨の晴 

間を見て、需葉城へのぼった。★仙墓エス诲 

ーー6刃30 FJ.帝大醫學部エス會で■初等满 

習開催不可能になった顚末に就いて吉田松… 

氏のお話を聞き、SESの今後の方針に就て相 

談。當□出席者菊澤、中村・島貫、菅原、吉 
% ★SES 8月例會豫吿一S月4日（第一金 

曜）3月18「1（第三金曜）19時から、新傢馬 

町IJ進堂二階喫茶部で、ザ像士演說集輪讚、 
怎囘7, 8%の出席者あり。

【京都】Verda Kankro 天の橋立 Esp- 

Hejmo （7 JJ 20-7月31む來訪歡迎。宛名京都 

府與謝郡府中村日の丸旅館，

口鐵•道•ご•エ•スロ
【㈱盟本部】 旣很の通り7月より各鐵逍工 

ス命の機關誌を合併し「聯盟通信」を械人し 

て活版刷本文】4頁內容の相當生彩に充ちた 

ものが發行された。今月主要指淳條項:1.部 

外地方會と充分の協力をなす事ゝ2.初等講 

習の目掠は情如こ應じて定むべく邈め固定せ 
しめない茅。

【束京］硏究會はザメンホフ讀本にて每木 

曜。出席 苛。中等講習7月19 ロ迄M2 M宛 

開催。講師小松氏,刀例會は頗る活潑。婦人 

の友四月號にのった長谷如是閑氏のE*.に 

關する談話をめく♦って大議論をなすエス文帖 

を作り會員の相互添削を始めた。8月中FE 

X水泳部を逗子に設け會員の親睦を計る〇 

Verda野球團は武運ったないに拘らで益々 

旺。新宿Nova Kun-ido夏期も勿論緬疔。

【名古屋】專ら市内の同志に合流して活躍 
を續けてゐるc

【京都】（;月18日鞫盟本部編輯部特泯貝疝 

橋、出中兩氏を迎へて京都.吹田・福知山各 

鐵逍エス會の協議會を開く。福知山の命を應 
援してゐる會幹部は人會の準询にかx 〇〇

【吹田】 豫論會毎週火曜、用書ザメンホフ 

演睨集、他に文通者の爲めの指洱會を持つj

【诵知山】第1囘初等講習會を9月1日よ 

り1〇日間鐵道クラブに開催。講師は普及會 

の村们氏。會費用書共1圓。受講者対名・每 

「I講義終了後エスペーロのレコIドをかけ金 

員合唱〇又每口 Bulteno de kursoを發仃〇 
會員屮阈際通信を始めたもの6名〇

偸

・急告★大舎特報★★去衣 

今秋の大會は 都合により

H月3, 4,5日 （三日間） 

に延期す
京都エスペランチスト聯盟

★冷★ ★★ ★ ★ ★* ★★六

工業化學雜誌
エスペラントを採用す!

「1進冃步の學術硏究の結果を發表する言語 

の問題は日本の科學者にとっていつも頭痛の 

種となって居る所であるが.今囘應用化學の 

方面で最大の學術團體である工業化學會が公 

に硏究論文の抄譯語に英獨佛と同列にエスペ 

ラントを採用することとなった。同工業化學 

會はH本の學術團體の中でも會員數多く權威 

ある團體で、今囘のエスペラント採用は他の 

學術画殺に多大の衝動を與へるものと見られ 

てゐるc 乂同エスペラント文入り抄錄は歐米 

の主要學術團髓に送付されるものであり、こ 

あ方面にも又相滋の反響を呼び起すものと期 
待されてゐる。 • ゝ;.’；

工業化學會が今囘この英斷をなすに至った 

のは今春東北帝阈人孝前總長井上仁吉博士 

'仙臺エスペ・ント會前會長〕が同會會長に選 

擧せられたるを好機として國立大阪工業試驗 

所"同志桑原利秀氏がエスペラント採用を提 

唱し・これに對し京都帝大の同志櫻山一郎博 

士、理化學硏究所の同志前田勤氏等が呼應し 

た爭に原闪してゐるが、最も有力な直按の動 

機となったのは何と莒ってもE p.の出來る 

井上博士が會長の席にあったであって、日本 

應用化學界の元老である井上齒士の熱烈な御 

努力に負ふ所が多い。ちなみに、應用化學方 

面では旣に理化胖硏究所の報吿にエスペラン 

トが數年來採用されてゐる。他の自然科舉の 

方面に於ても同志が同樣努力運動せられ學術. 
界のエス化に盡力せられんことを希号;する。

猶工業化學會の宛名は束京瘙町丸ノ內三丁 

目四番地有樂館内.井上博士は東京rfjFFE!ケ 

谷區久原町12190

■ ・編輯部よりBB——★! 地方仝機關誌 

紹介次號へ。★：・Koregponda Fako廣吿梢 

に〇 ★ AELAの安價瞒讀廣法吿3頁にあり。 

乞利用。
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塹援エス和辭典 增補訂正版出づ!!!

今囘股新語を主として千八百數十語の増補を斷行しました。 

（他辭典と比較ドされば收容語根が如何に多いかわかる。） 

しかも定價はもとのまゝです。（送料は4錢になり仝した）

今囘の增補て'特筆すべき點は

1.SAT版Plena Vortaro中の語で本辭典舊版に洩れ 

•;てわ仁語は殘らず收めたこと。 ・

2・其他新刊の多數エス辭典:中の新語を入れたこと。 

〔注意;）待製版は當分補遐別册を添付す・

新撰エス和辭典補遺（別冊）
實養領價8錢・送耕6册まで2錢

（郵券代用可）

本殖典（X）御所持の方々の御便宜を計り今回增補の分を別册とし 
て上記實費で從頒ち致します。（部數に限りあり至急御中込を）

焉,Ĵ能 日本エスペラン附卫 
は人 學會



新
着
書
特
賣

Jarmilo) Pasas i 普及版
本書に就いては今更くだくだしく書く必要はない。エスペランチ 

ストで多少とも歷史に興味を有つ者は,誰もが持たなければなら 

ない本である。ただ，今までは高價のため入手が困難だつ仁だけ

である。それらの人々にとって普及版の出たことはまことに悅ば 

しいことである。ぜひ一册を書架に備へられよ。

學會會員の九月末日までの註文に限り下記特價でお頒ちする。

匚普及版;］定價9圓（送料21錢）•會員特價（送料共）8圓5G錢
〔背皮特製〕上卷8 M 80錢・下卷8 lili20錢（送料各2!錢\二卷同時

15團 （送料內地33錢・外44錢）特製版學會會員に限り定價の1割引

此の機にザメンホフの著書を買ひ揃へよ!
別項廣告通り學會會員に限リ必禎片を多數特價提供。好機を逸せず文庫を充實せよ

Fundamento de Esperanto ggiS 送料4 錢）

尤國版Fundamentoは，一句一章たりとも改竜を許さない「エスペラントの憲法」 
である•〇だから本書を持たないエスベランチストは「もぐり」だと云はれてもしかた 

がない〇翼の『エスペラントの基雄］は本書。萬ーまだ持たない人はぜひ求められよ!

その他持僧品多數・新版風書目錄2錢切手封入お申込みあれ

蠶峙管縹日本エスペラント學會

63 Vethidong, 

IP. opiniojn, 

ĉinoj, hindoj,

KORESPONDA FAKO
★Osamu Isigat Takami-tyo 5, Vavata-si, 

•Japanujo; 23-jara studento, dez. krsp. k. 

interSa PM> nepre resp.

★S-ro Tosio Tanuma, 922, Koenji, Tokio ； 

28-jara universitata profesoro de lingvo franca； 

dez. krsp. k. ges-oj de Tokio.

★S-ro Yun Ki Choi; N-ro 

Seoulo, Koreujo; inters・ G.

viglan krsp. k. eŭropanoj, 

usonanoj.

★S-ro Keung Shu Chun ; N-ro 182 Shuchang- 

dong, Seoul, Koreujo; intera Il\ opiniojn, 

viglan krsp. k. eŭropanoj, ĉinoj, usonanoj.

★S-ro Seiŭ Sogent Moto maĉi Keiĵo, Koreujo ； 

dez. krsp・ kĉL ge-anoj.

★S-ro Jose fo Gispertr Planeta 16 pa^!, Bar

celona, Hispanujo; dez. krsp. kĉl.II\ L, 

★S-ro K. Okuno, 340 "VVaseda, Curumaki-ĉo, 

Uŝigome-ku, Tokio, Japanujo; dez. krsp. k. 

ges-anoj. Nepre resp.

★S-ro Kazuma Ilarada, ĉe Hokkaido Banko,. 

Obihiro, Tokaĉi-provinco^ Hokkaido; Japan・ 

ujo ; krsp・ kĉL

★S-ro Ootani Masakazu ; 3-2, Tccudoo-kansa»- 

Fukuĉijaina, Kioto-fu, Japanujo. (28-jara 
fervojisto) ； dez. krsp. pri ĉitij temoj kun 

gesamideanoj-日本人とも。

★S-ro Cuĉija-IIideiĉi;145 Kubo-ĉor Ono- 

mi&-ŝi ； k“・ kQ】・

★S・ro Kazusige Kitazaŭa; Takeisimura 

(His:igatagun Naganoken, Jap. ； dez. krsp. pri 

agrikulturo, bombikskulturo aŭ problemo 

vilaĝa k. kampara.

★東京肝1«:田谷區赤堤2-484新网紀社內ffi( 

芳夫:ニー日本の同志と文通希粟。
★S-ro Ĝ< Takenaka, ĉe Macuiiaka-ja, Nagoja, 

Jap. daz. krsp. k. eni. f-inoj.

★S-ro Simazaki-Toŝikazu; ĉe Jokota-ŝoŭten 

Aramaci, Fukuji rna, dez. krsp. kĉL pri silk- k. 

artefarita silkteksaĵo, precipe k・ samprofesiano 
en Fukuoka, Tojohaĥi k,生絹店々貝 en、 

Kioto.
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6 册・ 2,000 頁・ 55 の書籍が
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今まで送料共21圓20錢で申込みを受けてゐたAELAの 

書籍が，その半額以下で,手にはいるこごになりました〇;

お申み方法

お申込みご同時に,

際返信切手券］70枚（禅昙幾）

お送りください

現金での御註文は從來通り17圓（送料4

蕊その他詳細な內容說明書：規定,申込書等は2錢切手封入お申込みあれ

今囘AELA谖行元と交涉の結果,「阈際返信切手券」で支拂ふ路が開けましたから 

上記の通り「阈際返信切手券」でのお中込みを受けることになりました。しかし, 

「國際返信切手券」は本來返信用にあてるものですから,営會で,取縄め數萬枚買入 

れることは不可能です。（郵便局では •度に百枚も賣ってくれぬ故）。それで，お申込 

も御自身でお買求め弱ふことに致しました。詳細は規定中に說明致しますが，同券は 

1枚15錢（70枚で10圓50錢）づつで全國各地の一つ二等郵便局で販賣してを!）ま 

す。ま仁三等集配局でも中込めば取寄せてくれるはずです。

從來のAELA加入者諸氏へ!!

從來のお申込みは外國爲替で送金いたしてをりましたので,今回の方法による新 

會費と非常に開きが生じたわけです。本會といたしましては止むを得ないことで 
はございましたが,せっかく率先お申込みくださいました諸氏に對して非常にお 
氣の毒に存じますので.方法はH下硏究中ですヵ:,近々中に十分御滿足のゆくや 

うな手段によって，差額を補償することにいたします。補償方法は追って決定次 

第直接御通知申しあげます。

Ia日本エスペラ ト學會ン 電話小石川5415番
振替東京11323番
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〔EVANGELIOJ de BELISMO Voi. T—IX 合本〕
四六判クロース美裝函入美本•三百四十餘頁・定一 •送料ハ錢

社询事業の先覺者ゝ晨村問題解決の復踐家として、岡本利吉氏の名は光ってゐる。 
本書は同氏の學問體系完成紀念として出版され仁ものであって.„ Evangelio de 
•spirita korpo"より „ Realigo de norma socio "に到么 9 篇 餘剩價値は如 

何にして生じるか、それは誰の手に歸すべきか。餘剩價腿が正當な所有者の手に歸 
すべき正常な社會は如何なる理論の上に如何に實現されるか。分册發貢うれた本工 
ス譯に對する海外からの丿又響はすさまじいものであった〇農民運動の注口されてわ 
る今Hヽ農村の人々は勿淪、都會の人々も、いやしくも社诃問題に關心を持つエス 
ペランチストは殘らず本書を手にされよ。 •
-----------------------------------    —  一------------------- ■ ■ ・ 一—— ■ — I , ■・一 ・ —

歡日本エスペラント學會籍魏膠薯取東京本 
次鄕元町

OOMOTO INTERNACIA
r 際大本」 月［・リ・全エス文・四六倍判•三十二頁・寫眞數葉

★購讀斛一年2團40錢（送料共） 
★兒本要求二郵券!0錢封入を要す 
斗無代進呈=新購議者6名募集の方に 

京都市外龜岡天恩鄕

國際大本編輯局

★「國際犬本」は內容豐富.記事の精選・ 

購載料の低廉を以って斷然全エス娥誌 

界のレコードを破りました。

★每號の主要項目は、

Orienta Kulturo, Filozofio, Litera
turo, Novspirito, Japana Vivo, Japan・ 
lingva Kurso, Literatura Kritiko, 
Vojaĝo, Gaja Paĝo ；. < *

★「國際大本」のー買彩は日本精神文化風 

物等の海外紹介です。日本同志の海外 

文通にはどれだけ參考となり役立つ事 

でせう。

★執筆者を…寸擧げると彎中央委員會 

々長 John Merchant,元 しiteratura 
Mondo誌編:弭長Julio Baghy. ロンド 

ンのE. L. Osmond等で各國のエスペ 

ランチストの論文や隨筆は一年に五十 

以上となります〇

■^Esperantismo の普及宣傳と Spiritual
isma mond-komprenoの爲に戰って 

ゐる舌々Homanmoの國際機關誌 

Oomoto Internaciaの援助をとふ!！

送 京都が外龜岡天恩郷

金エスペラント普及會 

先 振替人阪61010番

發 
冇 
所



學會會員へ犧牲的廉價提供 

ザメンホフの著書その他の名著良書 

今年中の御注文に限り定價の一割引 

我が國エスベランチストの議書獎勵の慧味でザメンホフの著 

書の大部分及びエスペランチストが•必ず讀むべき右典的名著, 

學習上特に重要な良書等を多數選擇して特價て捉供い犹します

しかし現在の定價が框場はづれの巖價で（尢價は1fr・f『・=約16錢の計算。 

現在の相埸1伉伉=20錢兌當。〉從って,かうした扮供は仮に犠牲的奉仕 

で,全部が殆んど原價なみで，中には原價以下になるものもございますから, 

下記條件は特にお守りねがひます。

洋一書—特賣一規定
格
間
率
數
意 

資
期
割
册
注

特典を受けるものは學會の令員〔維持に限る。
1933年7月1日から1T月31日まで。

學會取次洋書目錄び月1II改訂冲★印を附けたものは各定價の一割引。 

一種類につき期間中一人一册・に限る。但し種類に制限はない。

a. 爲替相場に重大な異同が出ずると期間中でも豫吿なしに規定を疑更す

b. 學命支部からの註文は從來の規立を適川せず,定價の一割三分引とす 

る。但し註文者（勿論學會會員に限る;）の名を明記すること。
C.19他年11月1日訂正圖書目錄記載の特典は「月30 □限り徹囘する。

特價提供書の一部C FuiKhmenfa Krestomatio; Marta C各定價2圜40錢;特價2 [0 

16錢），Fundamento de Esp.; Hamleto; Lingvaj respondoj C各定價!冏:牠價 90 錢）, 
NaŭHngva Etimologia Leksikono〔定價 3 圓 90 錢:电價 3 園 51錢），Kompleta Gramatiko

〔上製:定價5圓10錢;特價4圃59錢;並製:[Mil 90錢;特價3圓51錢）,Jarmiloj 

Passs Qh下定價越回:特信13慟5C錢），Per Balono al Potuso （応價リ閲:特價8

10錢）その他多數。

新版圖書目 :は切手2錢封入お巾込みあれ

東京T1j本鄕
元町一丁□

電話小石川5415番
振替東京11323番®日本エスベラント學會

.〇 C3：

專老!0し塔主學會會員になれ!!
うゲ幽:年〔普通仙2匾40錢〔正會山3圓

文藝讀本第一篇ハ月中出來



La Revuo Orienta—Monata Orfano de Japana EsperantO"Inst让uto?
Hongoo-Motomaĉi 1,TOKIO, Japanu o; aboni internacia 5 svis. frankoj.

我國に於けるエスペラント普及•硏究・實用の中心發關

日本エスペラント學會
東京市本鄕 兀町一のーニ园

--【電話小石川（85） 5415番一振替口座東京11325番】一

目

事

會

的エスベラントの普及、硏究、實用

（（a）エスペラントに關する各種の硏究調査及其發表 
理!（b）雜誌及圖書の刊厅及外國エス語書籍の取次 
茱! （c）・隣演會講習命の開催及後援

l"（d）其他本會の目的を達成す勺に必要な事業

f （a）普通維持員年额如4（錢（b）正維持員年額2圓 
費 （C）賛助維持員年額5血 （d）特別維持員年ffi 10K!以上
l（e）終身維持員一時金LOO圓以上

維持員へは
La Revuo Orienta （購.韻料1冏80錢）を無代配布する他當 
會發行新刊圖書の割引等をなすことあり

入金手續 住所職業 姓名（振カナ付）を明記し倉費一年分を支拂へばよい

會則・其他本會發行圖書及取次内外圖お 

H錄は郵券二錢封入申込下さい

砂

雨

丽

い

勝

善

成
 

石

田

上

原

板

岐
 

大

秋

井

川

黑

土

西

理 T

理 爭

同

同 中犬敦授

局 文 磚

圖 集朝祁艮

理事« 妙

員 名 薄役

同 澤 親 雄

同 瞽博 犁丿 和三郎

同 柳 田 國 男
同 （爾任） 上 野 孝 男

周 （胡） 大 井 學

K （同） 小 坂 Sfi
M <«) 石 五

（五十音順）

刹 CW)

同

同

同

間法

子 n

美野H1琢麻 

淸水勝雄 

鈴木ĴE夫 

堀 貝道 

穗橫!R遠 

三岛章道
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本誌講讀料〔郵稅共）

一部 1141017 注意:學會維持 

員（會費2 40圓 

其他）には本誌 

を無代進呈

半年分 IMI 0.90

一年分 Ml 1.80

本會振替f 一般會計用柬京!1325番 
口座番號1基本金専用東京32089番
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略却入年七月二十五□印扇

昭□ハ年 ハ月 -日i

柬京市伞鬼《元町ーノー三

編輯 
發行

嫌
人 人 井 學

■京市神町M三©町三ノー四六

印刷人 竹 田 佐 藏
一 茂 印 刷 所

灾京币彳鄉$元町ーノ ー三

發行所 trao 
丘人 B本エスペラント學會
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